
開催県：山形県 開催会場：山形県総合運動公園第２運動広場

山形ＦＣ ＦＣあきた ＦＣグラッソ 七ヶ浜SC 勝 分 負 勝点 得点 失点 差 順位

1
2
3
4

開催県：山形県 開催会場：スポーツ山形２１石鳥居グラウンド

ベガルタ仙台 OGASA FC グロースFC モンテ山形　庄内 勝 分 負 勝点 得点 失点 差 順位

1
2
3
4

開催県：岩手県 開催会場：安比ＡＳＰＡ２ピッチ

MIRUMAE FC モンテ山形　村山 リベロ津軽SC 福島ユナイテッド 勝 分 負 勝点 得点 失点 差 順位

1
2
3
4

開催県：岩手県 開催会場：安比ＡＳＰＡ３ピッチ

ウインズＦＣ AC Zeele 水沢UFC 会津サントスFC 勝 分 負 勝点 得点 失点 差 順位

1
2
3
4

Ａブロック

月日 試合時間 対　　　　　戦 主審 副審 副審 予備審
6月23日 13:30～ ＦＣあきた ＦＣグラッソ 協会 ベガルタ仙台 モンテ山形　庄内 協会

〃 15:30～ 山形ＦＣ 七ヶ浜SC 協会 OGASA FC グロースFC 協会

6月24日 10:00～ ＦＣあきた 七ヶ浜SC 協会 ベガルタ仙台 グロースFC 協会

OGASA FC 協会
〃 12:00～ 山形ＦＣ ＦＣグラッソ 協会 OGASA FC

協会 グロースFC

モンテ山形　庄内 協会

6月30日 13:30～ ＦＣグラッソ 七ヶ浜SC 協会 ベガルタ仙台

モンテ山形　庄内 協会

山形ＦＣ
ＦＣあきた
ＦＣグラッソ

〃 15:30～ 山形ＦＣ ＦＣあきた

七ヶ浜SC

Ｂブロック

月日 試合時間 対　　　　　戦 主審 副審 副審 予備審
6月23日 13:30～ OGASA FC グロースFC 協会 山形ＦＣ 七ヶ浜SC 協会

〃 15:30～ ベガルタ仙台 モンテ山形　庄内 協会 ＦＣあきた ＦＣグラッソ 協会

6月24日 10:00～ OGASA FC モンテ山形　庄内 協会 山形ＦＣ ＦＣグラッソ 協会

〃 12:00～ ベガルタ仙台 グロースFC 協会 ＦＣあきた 七ヶ浜SC 協会

協会
6月30日 13:30～ グロースFC モンテ山形　庄内 協会 山形ＦＣ

Ｃブロック

ＦＣあきた 協会

〃 15:30～ ベガルタ仙台 OGASA FC 協会 ＦＣグラッソ 七ヶ浜SC

月日 試合時間 対　　　　　戦 主審 副審

ベガルタ仙台
OGASA FC
グロースFC
モンテ山形　庄内

副審 予備審
6月23日 12:50～ モンテ山形　村山 リベロ津軽SC 協会 ウインズＦＣ 会津サントスFC 協会

水沢UFC 協会〃 14:50～ MIRUMAE FC 福島ユナイテッド 協会 AC Zeele

AC Zeele 協会
〃 11:50～ MIRUMAE FC リベロ津軽SC 協会 AC Zeele

協会 水沢UFC

会津サントスFC 協会

6月30日 12:50～ リベロ津軽SC 福島ユナイテッド 協会 ウインズＦＣ

会津サントスFC 協会

MIRUMAE FC
モンテ山形　村山

リベロ津軽SC

〃 14:50～ MIRUMAE FC モンテ山形　村山

福島ユナイテッド

Ｄブロック

月日 試合時間 対　　　　　戦 主審 副審 副審 予備審
6月23日 12:50～ AC Zeele 水沢UFC 協会 MIRUMAE FC 福島ユナイテッド 協会

〃 14:50～ ウインズＦＣ 会津サントスFC 協会 モンテ山形　村山 リベロ津軽SC 協会

6月24日 9:50～ AC Zeele 会津サントスFC 協会 MIRUMAE FC リベロ津軽SC 協会

〃 11:50～ ウインズＦＣ 水沢UFC 協会 モンテ山形　村山 福島ユナイテッド 協会

6月30日 12:50～ 水沢UFC 会津サントスFC 協会 MIRUMAE FC

ウインズＦＣ AC Zeele 協会 リベロ津軽SC 福島ユナイテッド 協会

ウインズＦＣ
AC Zeele
水沢UFC
会津サントスFC

グループリーグ日程表

モンテ山形　村山 協会

〃 14:50～

9:50～6月24日 協会水沢UFCウインズＦＣ協会福島ユナイテッドモンテ山形　村山


