
令和4年9月3日

9月24日（土） 中央公園　運動広場 予選リーグ 15分ハーフ
9月25日（日） 中央公園　運動広場 予選リーグ 15分ハーフ
11月3日（木） 中央公園　スカイドーム 決勝トーナメント 15分ハーフ（敗者戦10分ハーフ）
11月6日（日） 中央公園　スカイドーム 準決勝・三決・決勝 15分ハーフ（決勝　延長10分）

参加チーム

15分ハーフ　　　　　勝＝３点　　分＝１点　　負＝０点　　　　　　
勝点　⇒　得失点差　⇒　総得点　⇒　当該戦　⇒　ＰＫ

各ブロック上位２チーム（計8チーム）決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ進出　　

※各ﾌﾞﾛｯｸ終了後、本部にて抽選　1位＝奇数、2位＝偶数

① １－３ ９－２ ８－０ ３－９

② ３－０ ６－０ ０－６ ６－０

③ １－３ １２－０ ４－１ １－１

④ ０－２ ０－９ ２－０ １－２

⑤ ０－７ ０－５ ０－６ ０－３

⑥ ６－０ ２－３

⑦ ０－６ ７－０ １７－０ ６－０

⑧ ５－０ １－８ ０－２ ０－５

⑨ １１－０ ５－０ ０－１１ ０－８

⑩ ０－５ ０－２

※ 第一試合のチームは、ゴール及びベンチの設置お願いします。
優勝

準優勝

3位

ﾄﾞｰﾑ 4位

ﾄﾞｰﾑ

敗者戦10分ハーフ

審判について 11/3（木） 第一試合 主審＝協会  副審5.6.7.8各1名　　 第二試合～ 勝＝主審　　負＝副審

11/6（日） 準決勝 ﾄﾖﾀｼﾞｭﾆｱｶｯﾌﾟの各ﾁｰﾑ（若いNo＝主審　多いNo＝副審）

三決・決勝 ﾄﾖﾀｼﾞｭﾆｱｶｯﾌﾟの各ﾁｰﾑ（協会＝主審　各ﾁｰﾑ1名＝副審）

※ ユニフォームは正副持参（試合前お互い確認）（左＝ﾎｰﾑ）
※ 路上駐車・中央公園運動広場内の中央分離帯、県道への通路個所への駐車は厳禁です。
※ ゴミ等は各自（各ﾁｰﾑ）でお持ち帰り下さい
※ 第一試合のチームは、ゴールの移動をお願いします。最終試合のチームは片付けをお願いします。

コロナ関連
☆ 試合前に健康チェックシートを提出のこと。 ☆ ｱｯﾌﾟ・試合以外は、マスク着用のこと。
☆ 細目に消毒するとともに、出来る限り蜜にならないようにすること。
★ 観客へのお願い

1）　マスク着用のこと 2）　ピッチ内へは、立ち入らないように
3）　応援時、隣の人と離隔を確保のこと、また、大声での声援は慎んでください。

協会担当 11/3（木） 　　（試合時間1時間前集合） 夏井・鈴木（元）・早坂・三浦（光） 秋田市サッカー協会

11/6（日） 　　（試合時間1時間前集合） 大橋・柏谷・森川・黒川・秋葉 荻原　090-2976-9496

千秋 下新-旭南-飯島 外旭川

仁井田 日　新

2022年度 読売カップキッズサッカー大会U-10 秋田県大会 秋田中央地区予選（U-10）

旭　川 飯島南 牛島-四-御所 大　住 勝　平 河　辺 旭　北

2022/09/22 日程変更
2022/09/25 結果更新(赤字表記)

1 ﾕｰﾆｱﾝ 勝平 ｸﾞﾛｰｽ 旭北

計20

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

男　鹿 潟上JFC ｸﾞﾛｰｽ八　橋 ﾕｰﾆｱﾝ Ｔ２G ＢＢ秋田 ｽﾎﾟﾙﾃｨﾌ

3 潟上 T2G 千秋 下.旭.飯
2 BB秋田 男鹿 ｽﾎﾟﾙﾃｨﾌ 日新

主審 副審

10:00 ﾕｰﾆｱﾝ BB秋田 勝平 男鹿 潟上 大住 T2G

主審 副審 Aコート（北側） 主審 副審 Ｂコート（南側）
時間

9月24日（土）中央公園　運動広場 9月25日（日）中央公園　運動広場

Aコート（北側） 主審 副審 Ｂコート（南側）

千秋 旭北 下.旭.飯

10:40 勝平 男鹿 ﾕｰﾆｱﾝ BB秋田 T2G 河辺

河辺 ｽﾎﾟﾙ 牛.四.御 日新 旭川 ｸﾞﾛｰｽ

旭北 下.旭.飯 ｸﾞﾛｰｽ 千秋旭川 ｽﾎﾟﾙ 牛.四.御

11:20 八橋 ﾕｰﾆｱﾝ 河辺 勝平 BB秋田

潟上 大住 日新

日新 牛.四.御 ｸﾞﾛｰｽ 旭川 旭北

12:00 河辺 勝平 八橋 ﾕｰﾆｱﾝ

潟上 男鹿 T2G 仁井田 ｽﾎﾟﾙ 外旭川

仁井田 ｽﾎﾟﾙ 旭川 旭北 牛.四.御 ｸﾞﾛｰｽ男鹿 T2G BB秋田 潟上 外旭川 日新

外旭川 潟上 八橋 大住 ﾕｰﾆｱﾝ仁井田 下.旭.飯

1:20 河辺 飯島南

仁井田 旭川 外旭川 千秋12:40 大住 八橋 旭北 日新 牛.四.御

BB秋田 大住 T2G 飯島南旭川 外旭川 牛.四.御 仁井田 下.旭.飯 外旭川

仁井田 ﾕｰﾆｱﾝ 潟上 勝平 八橋

2:40 旭北 日新 ｸﾞﾛｰｽ ｽﾎﾟﾙ

牛.四.御 下.旭.飯 旭川 BB秋田 大住 千秋2:00 ｸﾞﾛｰｽ ｽﾎﾟﾙ 大住 八橋 千秋

八橋 BB秋田 勝平 T2G ﾕｰﾆｱﾝ 潟上下.旭.飯 旭川 千秋 牛.四.御 男鹿 河辺

潟上 T2G

協会担当 柏谷・斎藤・富樫・渡辺 柏谷・斎藤・高橋・鈴木（浩）

ｽﾎﾟﾙ 千秋

千秋 日新 下.旭.飯 八橋 BB秋田 男鹿3:20 仁井田 ｸﾞﾛｰｽ 外旭川 旭北 ｽﾎﾟﾙ

11/6
（日）

B　11：00
Ａ A

9:00 9:00

河辺 大住 ﾕｰﾆｱﾝ

仁井田 ｸﾞﾛｰｽ 日新 下.旭.飯

A B A B
9:00 9:00 9:40 9:40

　A　11：00　
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