
開催県：岩手県 開催会場：安比ＡＳＰＡ４ピッチ

ブラウブリッツ秋田 FC ＦＲＥＳＣＡ ながいユナイテッド A.C Evolutivo 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ＡＳＰＡピッチ５

アストロン 青森FC 塩釜ＦＣ A.C ＡＺＺＵＲＲＩ 勝 分 負 勝点 得点 失点 差 順位

1
2
3
4

開催県：福島県 開催会場：福島空港公園多目的広場Ａコート

ラッセル郡山FC ヴェルディ岩手 ＦＣみやぎ DUOPARK FC 勝 分 負 勝点 得点 失点 差 順位

1
2
3
4

開催県：福島県 開催会場：福島空港公園多目的広場Ｂコート

FCトゥリオーニ ビアンコーネ福島 スポルティフ秋田 ヴァンラーレ八戸 勝 分 負 勝点 得点 失点 差 順位

1
2
3
4

Ｅ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～ FC ＦＲＥＳＣＡ ながいユナイテッド 協会 アストロン A.C ＡＺＺＵＲＲＩ 協会

〃 14:50～ ブラウブリッツ秋田 A.C Evolutivo 協会 青森FC 塩釜ＦＣ 協会

6月24日 9:50～ FC ＦＲＥＳＣＡ A.C Evolutivo 協会 アストロン 塩釜ＦＣ 協会

青森FC 協会
〃 11:50～ ブラウブリッツ秋田 ながいユナイテッド 協会 青森FC

協会 塩釜ＦＣ

A.C ＡＺＺＵＲＲＩ 協会

6月30日 12:50～ ながいユナイテッド A.C Evolutivo 協会 アストロン

A.C ＡＺＺＵＲＲＩ 協会

ブラウブリッツ秋田
FC ＦＲＥＳＣＡ
ながいユナイテッド

〃 14:50～ ブラウブリッツ秋田 FC ＦＲＥＳＣＡ

A.C Evolutivo

Ｆ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～ 青森FC 塩釜ＦＣ 協会 ブラウブリッツ秋田 A.C Evolutivo 協会

〃 14:50～ アストロン A.C ＡＺＺＵＲＲＩ 協会 FC ＦＲＥＳＣＡ ながいユナイテッド 協会

6月24日 9:50～ 青森FC A.C ＡＺＺＵＲＲＩ 協会 ブラウブリッツ秋田 ながいユナイテッド 協会

〃 11:50～ アストロン 塩釜ＦＣ 協会 FC ＦＲＥＳＣＡ A.C Evolutivo 協会

協会
6月30日 12:50～ 塩釜ＦＣ A.C ＡＺＺＵＲＲＩ 協会 ブラウブリッツ秋田

Ｇブロック

FC ＦＲＥＳＣＡ 協会

〃 14:50～ アストロン 青森FC 協会 ながいユナイテッド A.C Evolutivo

試合時間 対　　　　　戦 主審 副審 副審

アストロン
青森FC
塩釜ＦＣ
A.C ＡＺＺＵＲＲＩ

予備審
6月23日 12:50～ ヴェルディ岩手 ＦＣみやぎ 協会 FCトゥリオーニ ヴァンラーレ八戸 協会

月日

スポルティフ秋田 協会〃 14:50～ ラッセル郡山FC DUOPARK FC 協会 ビアンコーネ福島

ビアンコーネ福島 協会
〃 11:50～ ラッセル郡山FC ＦＣみやぎ 協会 ビアンコーネ福島

協会 スポルティフ秋田

ヴァンラーレ八戸 協会

6月30日 12:50～ ＦＣみやぎ DUOPARK FC 協会 FCトゥリオーニ

ヴァンラーレ八戸 協会

ラッセル郡山FC
ヴェルディ岩手
ＦＣみやぎ

〃 14:50～ ラッセル郡山FC ヴェルディ岩手

DUOPARK FC

Ｈ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～ ビアンコーネ福島 スポルティフ秋田 協会 ラッセル郡山FC DUOPARK FC 協会

〃 14:50～ FCトゥリオーニ ヴァンラーレ八戸 協会 ヴェルディ岩手 ＦＣみやぎ 協会

6月24日 9:50～ ビアンコーネ福島 ヴァンラーレ八戸 協会 ラッセル郡山FC ＦＣみやぎ 協会

〃 11:50～ FCトゥリオーニ スポルティフ秋田 協会 ヴェルディ岩手 DUOPARK FC 協会

6月30日 12:50～ スポルティフ秋田 ヴァンラーレ八戸 協会 ラッセル郡山FC

FCトゥリオーニ ビアンコーネ福島 協会 ＦＣみやぎ DUOPARK FC 協会

FCトゥリオーニ
ビアンコーネ福島
スポルティフ秋田
ヴァンラーレ八戸

グループリーグ日程表

ヴェルディ岩手 協会

〃 14:50～

9:50～6月24日 協会スポルティフ秋田FCトゥリオーニ協会DUOPARK FCヴェルディ岩手


