
節 期　　日 開始時間 試合会場 主審 ＡＲ１ ＡＲ２ ４ｔｈ

4月9日(土) 10:00 県C ０　VS　４ 東六クラブU-13 名取一中U-13 名取一中U-13 東六クラブU-13

11:00 県C ０　VS　３ 仙台中田 アズーリ アズーリ 仙台中田

12:30 県C ３　VS　８ 東六クラブ 名取一中 名取一中 東六クラブ

14:00 県C ０　VS　６ アズーリU-13 仙台中田U-13 仙台中田U-13 アズーリU-13

4月17日(日) 10:00 柳生河川敷 ０　VS　３ 仙台中田U-13 名取一中U-13 名取一中U-13 仙台中田U-13

11:00 柳生河川敷 １　VS　５ アズーリ 富谷ニ中 富谷ニ中 アズーリ

12:30 柳生河川敷 １　VS　２ 仙台中田 名取一中 名取一中 仙台中田

14:00 柳生河川敷 ５　VS　２ 富谷ニ中U-13 アズーリU-13 アズーリU-13 富谷ニ中U-13

5月5日(木) 10:00 松島ピッチ１ ０　VS　１ 東六クラブU-13 仙台中田U-13 仙台中田U-13 東六クラブU-13

11:00 松島ピッチ１ ０　VS　０ 名取一中 富谷ニ中 富谷ニ中 名取一中

12:30 松島ピッチ１ ０　VS　１ 東六クラブ 仙台中田 仙台中田 東六クラブ

14:00 松島ピッチ１ １　VS　０ 富谷ニ中U-13 名取一中U-13 名取一中U-13 富谷ニ中U-13

5月15日(日) 10:00 富谷ニ中 ２　VS　０ アズーリU-13 東六クラブU-13 東六クラブU-13 アズーリU-13

11:00 富谷ニ中 ３　VS　１ 仙台中田 富谷二中 富谷二中 仙台中田

12:30 富谷ニ中 １　VS　０ アズーリ 東六クラブ 東六クラブ アズーリ

14:00 富谷二中 ０　VS　１ 富谷ニ中U-13 仙台中田U-13 仙台中田U-13 富谷ニ中U-13

6月18日(土) 11:30 富谷ニ中 VS 名取一中U-13 アズーリU-13 アズーリU-13 名取一中U-13

12:30 富谷ニ中 VS 富谷ニ中 東六クラブ 東六クラブ 富谷ニ中

14:00 富谷ニ中 VS 名取一中 アズーリ アズーリ 名取一中

15:30 富谷ニ中 VS 東六クラブU-13 富谷ニ中U-13 富谷ニ中U-13 東六クラブU-13

7月3週目 10:00 名取一中 VS 仙台中田U-13 東六クラブU-13 東六クラブU-13 仙台中田U-13

11:00 名取一中 VS 富谷ニ中 名取一中 名取一中 富谷ニ中

12:30 名取一中 VS 仙台中田 東六クラブ 東六クラブ 仙台中田

14:00 名取一中 VS 名取一中U-13 富谷ニ中U-13 富谷ニ中U-13 名取一中U-13

8月13日(土) 10:00 泉総合 VS アズーリU-13 名取一中U-13 名取一中U-13 アズーリU-13

11:00 泉総合 VS 東六クラブ 富谷ニ中 富谷ニ中 東六クラブ

12:30 泉総合 VS アズーリ 名取一中 名取一中 アズーリ

14:00 泉総合 VS 富谷ニ中U-13 東六クラブU-13 東六クラブU-13 富谷ニ中U-13

8月20日(土) 10:00 柳生河川敷 VS 名取一中U-13 仙台中田U-13 仙台中田U-13 名取一中U-13

11:00 柳生河川敷 VS 富谷ニ中 アズーリ アズーリ 富谷ニ中

12:30 柳生河川敷 VS 名取一中 仙台中田 仙台中田 名取一中

14:00 柳生河川敷 VS アズーリU-13 富谷ニ中U-13 富谷ニ中U-13 アズーリU-13

9月4日(日) 10:00 富谷ニ中 VS 東六クラブU-13 アズーリU-13 アズーリU-13 東六クラブU-13

11:00 富谷ニ中 VS 富谷ニ中 仙台中田 仙台中田 富谷ニ中

12:30 富谷ニ中 VS 東六クラブ アズーリ アズーリ 東六クラブ

14:00 富谷二中 VS 仙台中田U-13 富谷ニ中U-13 富谷ニ中U-13 仙台中田U-13

9月11日(日) 10:00 名取一中 VS 名取一中U-13 東六クラブU-13 東六クラブU-13 名取一中U-13

11:00 名取一中 VS アズーリ 仙台中田 仙台中田 アズーリ

12:30 名取一中 VS 名取一中 東六クラブ 東六クラブ 名取一中

14:00 名取一中 VS 仙台中田U-13 アズーリU-13 アズーリU-13 仙台中田U-13

10節

名取一中U-13 東六クラブU-13

名取一中 東六クラブ

アズーリ 仙台中田

アズーリU-13 仙台中田U-13

9節

東六クラブU-13 アズーリU-13

東六クラブ アズーリ

富谷ニ中 仙台中田

富谷ニ中U-13 仙台中田U-13

7節

名取一中U-13 仙台中田U-13

名取一中 仙台中田

富谷ニ中 アズーリ

富谷ニ中U-13 アズーリU-13

6節

アズーリU-13 名取一中U-13

アズーリ 名取一中

東六クラブ 富谷ニ中

東六クラブU-13 富谷ニ中U-13

8節

仙台中田U-13 東六クラブU-13

仙台中田 東六クラブ

富谷ニ中 名取一中

富谷ニ中U-13 名取一中U-13

1節

名取一中U-13 アズーリU-13

名取一中 アズーリ

富谷ニ中 東六クラブ

富谷ニ中U-13 東六クラブU-13

4節

アズーリU-13 東六クラブU-13

アズーリ 東六クラブ

仙台中田 富谷二中

仙台中田U-13 富谷ニ中U-13

3節

東六クラブU-13 仙台中田U-13

東六クラブ 仙台中田

名取一中 富谷ニ中

名取一中U-13 富谷ニ中U-13

2節

仙台中田U-13 名取一中U-13

仙台中田 名取一中

アズーリ 富谷ニ中

アズーリU-13 富谷ニ中U-13

アズーリU-13
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5節

東六クラブU-13 名取一中U-13

東六クラブ 名取一中

仙台中田 アズーリ

仙台中田U-13


