
節 月／日 開催県 会場名

4/２１（土） 福島 Jヴィレッジ １２：００～ 青森山田 山形中央 14:30～ 盛岡商業 福島工業

4/２１（土） 福島 Jヴィレッジ １２：００～ 東　北 光星学院 14:30～ ベガルタ FCみやぎ

4/２１（土） 福島 Jヴィレッジ １２：００～ 湯　本 遠　野 14:30～ 羽　黒 秋田商業

4/２２（日） 福島 Jヴィレッジ １１：００～ 盛岡商業 光星学院 13:30～ 羽　黒 山形中央

4/２２（日） 福島 Jヴィレッジ １１：００～ 青森山田 FCみやぎ 13:30～ 東　北 秋田商業

4/２２（日） 福島 Jヴィレッジ １１：００～ ベガルタ 遠　野 13:30～ 湯　本 福島工業

４/２８（土） 岩手 富士大G １１：００～ 青森山田 遠　野

４/２８（土） 宮城 ナスパ陸上 １１：００～ 東　北 羽　黒 13:30～ 光星学院 福島工業

４/２８（土） 宮城 ナスパフット １１：００～ FCみやぎ 山形中央 13:30～ ベガルタ 湯　本

４/３０（月） 岩手 富士大G 13:30～ 盛岡商業 秋田商業

5/ ３（木） 岩手 盛岡南公園 １１：００～ 盛岡商業 山形中央 13:30～ 青森山田 福島工業

5/ ３（木） 秋田 八橋陸上 １１：００～ 羽　黒 遠　野 13:30～ 湯　本 秋田商業

5/ ３（木） 宮城 泉総合運動場 １１：００～ 東　北 FCみやぎ 13:30～ ベガルタ 光星学院

5/1２(土) 青森
弘前市運動
公園陸競

１１：００～ 青森山田 光星学院 13:30～ ベガルタ 秋田商業

5/1２(土) 宮城 宮城県サA １１：００～ 東　北 遠　野 13:30～ 湯　本 羽　黒

5/1２(土) 宮城 宮城県サB １１：００～ 福島工業 山形中央 13:30～ 盛岡商業 FCみやぎ

5/１９(土) 秋田 八橋陸上 １１：００～ 秋田商業 青森山田 13:30～ 光星学院 山形中央

5/１９(土) 山形
山形県総合

運動公園第２
１１：００～ 福島工業 FCみやぎ 13:30～ ベガルタ 羽　黒

5/１９(土) 岩手
岩手町総合

グランド
１１：００～ 盛岡商業 遠　野 13:30～ 東　北 湯　本

6/23(土) 山形
山形県総合

運動公園第２
１１：００～ 盛岡商業 羽　黒 13:30～ ベガルタ 山形中央

6/24(日) 岩手 盛岡南公園 １１：００～ 遠　野 光星学院 13:30～ 青森山田 湯　本

6/24(日) 秋田 西目 １１：００～ 東　北 福島工業 13:30～ 秋田商業 FCみやぎ

7/ 1(日) 秋田 八橋陸上 １１：００～ 盛岡商業 湯　本 13:30～ 秋田商業 遠　野

7/ 1(日) 青森 南郷 １１：００～ 羽　黒 青森山田 13:30～ FCみやぎ 光星学院

7/ 1(日) 山形
山形県総合

運動公園第３
１１：００～ 東　北 山形中央 13:30～ ベガルタ 福島工業

7/７(土) 青森 南郷 １１：００～ 光星学院 秋田商業 13:30～ 青森山田 ベガルタ

7/７(土) 岩手 盛岡南公園 １１：００～ 盛岡商業 東　北 13:30～ 遠　野 FCみやぎ

7/７(土) 山形
小真木総合

総合運動公園
１１：００～ 湯　本 山形中央 13:30～ 福島工業 羽　黒

7/1４(土) 宮城 宮城県サA １１：００～ 福島工業 秋田商業 13:30～ 青森山田 東　北

7/1４(土) 宮城 宮城県サB １１：００～ 盛岡商業 ベガルタ 13:30～ 羽　黒 光星学院

7/1４(土) 宮城 泉総合運動場 １１：００～ 湯　本 FCみやぎ 13:30～ 遠　野 山形中央

7/1５(日) 宮城 宮城県サA １１：００～ 遠　野 福島工業 13:30～ 青森山田 盛岡商業

7/1５(日) 宮城 宮城県サB １１：００～ 湯　本 光星学院 13:30～ 東　北 ベガルタ

7/1５(日) 宮城 泉総合運動場 １１：００～ 秋田商業 山形中央 13:30～ FCみやぎ 羽　黒
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