
i-1

STAGE 節 月　日 曜日 ﾏｯﾁNO. 主審 副審 ﾏｯﾁNO. 主審 副審 会場 主管

1 遠野 VS 盛岡商S 市立 中央 2 盛岡市立 VS 盛岡中央 遠野 盛商S 富士大学 遠野

3 盛岡北 VS 花巻東 水沢 盛四 4 盛岡四 VS 水沢FC 花東 盛北 花東高 花巻東

5 遠野 VS 盛岡中央 水沢 市立 6 盛岡市立 VS 水沢FC 遠野 中央 遠野陸上 遠野

7 盛岡北 VS 盛岡四 盛商S 花東 8 花巻東 VS 盛岡商S 盛四 盛北 水沢桜づつみ 盛岡北

9 遠野 VS 花巻東 盛北 市立 10 盛岡市立 VS 盛岡北 遠野 花東 花巻ｷｬM 花巻東

11 盛岡四 VS 盛岡商S 中央 水沢 12 水沢FC VS 盛岡中央 盛商S 盛四 富士大学 盛岡商S

13 遠野 VS 水沢FC 市立 盛商S 14 盛岡市立 VS 盛岡商S 水沢 遠野 水沢ふれあいＡ 水沢FC

15 盛岡北 VS 盛岡中央 花東 盛四 16 盛岡四 VS 花巻東 中央 盛北 水沢ふれあいＢ 盛岡中央

17 遠野 VS 盛岡四 花東 市立 18 盛岡市立 VS 花巻東 盛四 遠野 遠野陸上 盛岡四

19 盛岡北 VS 水沢FC 盛商S 中央 20 盛岡中央 VS 盛岡商S 水沢 盛北 遠野市民 盛岡中央

21 遠野 VS 盛岡北 盛四 市立 22 盛岡市立 VS 盛岡四 盛北 遠野 水沢ふれあいＡ 水沢FC

23 水沢FC VS 盛岡商S 中央 花東 24 花巻東 VS 盛岡中央 盛商S 水沢 水沢ふれあいＢ 盛岡商S

25 遠野 VS 盛岡市立 盛北 盛商S 26 盛岡北 VS 盛岡商S 市立 遠野 盛岡南A 盛岡市立

27 盛岡四 VS 盛岡中央 花東 水沢 28 水沢FC VS 花巻東 中央 盛四 盛岡南B 盛岡四

i-2A

STAGE 節 月　日 曜日 ﾏｯﾁNO. 主審 副審 ﾏｯﾁNO. 主審 副審 会場 主管

29 盛岡南 VS 一関一 盛一 盛農 30 盛岡一 VS 盛岡農業 盛南 関一 盛岡南高 盛岡南

31 大船渡 VS 江南義塾 黒北 水沢 32 水沢 VS 黒沢尻北 江南 大船渡 水沢高 水沢

33 盛岡南 VS 盛岡農業 黒北 盛一 34 盛岡一 VS 黒沢尻北 盛南 盛農 運動公園ラ 盛岡農業

35 大船渡 VS 水沢 関一 江南 36 江南義塾 VS 一関一 水沢 大船渡 一関市総合 一関一

37 盛岡南 VS 江南義塾 大船渡 盛一 38 盛岡一 VS 大船渡 盛南 江南 運動公園サ 江南義塾

39 水沢 VS 一関一 盛農 黒北 40 黒沢尻北 VS 盛岡農業 関一 水沢 運動公園ラ 水沢

5月18日 日 41 盛岡南 VS 黒沢尻北 盛一 関一 42 盛岡一 VS 一関一 黒北 盛南 綱取 盛岡一

5月17日 土 43 大船渡 VS 盛岡農業 江南 水沢 44 水沢 VS 江南義塾 盛農 大船渡 盛岡農業 江南義塾

7月5日 土 45 盛岡南 VS 水沢 江南 盛一 46 盛岡一 VS 江南義塾 水沢 盛南 運動公園サ 盛岡南

7月6日 日 47 大船渡 VS 黒沢尻北 関一 盛農 48 盛岡農業 VS 一関一 黒北 大船渡 一関市総合 一関一

49 盛岡南 VS 大船渡 水沢 盛一 50 盛岡一 VS 水沢 大船渡 盛南 太平洋セメント 大船渡

51 黒沢尻北 VS 一関一 盛農 江南 52 江南義塾 VS 盛岡農業 関一 黒北 北上総合 黒沢尻北

53 盛岡南 VS 盛岡一 大船渡 関一 54 大船渡 VS 一関一 盛一 盛南 高田松原野活 大船渡

55 水沢 VS 盛岡農業 江南 黒北 56 黒沢尻北 VS 江南義塾 盛農 水沢 水沢ふれあい 黒沢尻北

i-2B

STAGE 節 月　日 曜日 ﾏｯﾁNO. 主審 副審 ﾏｯﾁNO. 主審 副審 会場 主管

57 専大北上 VS 中央S 遠野S 翔南 58 遠野S VS 北上翔南 専北 中央S 渋民運動公園 中央S

59 盛岡三 VS 不来方S 市立S 久慈 60 久慈 VS 市立S 不来方S 盛三 久慈高 久慈

61 専大北上 VS 北上翔南 市立S 遠野S 62 遠野S VS 市立S 専北 翔南 遠野市民 北上翔南

63 不来方S VS 中央S 久慈 盛三 64 盛岡三 VS 久慈 中央S 不来方S 盛岡三高 盛岡三

65 専大北上 VS 不来方S 盛三 遠野S 66 遠野S VS 盛岡三 専北 不来方S 不来方高 不来方S

67 久慈 VS 中央S 翔南 市立S 68 市立S VS 北上翔南 中央S 久慈 岩手町総合 市立S

69 専大北上 VS 市立S 遠野S 中央S 70 遠野S VS 中央S 市立S 専北 水沢ふれあい 専大北上

71 久慈 VS 不来方S 翔南 盛三 72 盛岡三 VS 北上翔南 不来方S 久慈 盛岡三高 盛岡三

7月5日 土 73 盛岡三 VS 市立S 中央S 翔南 74 北上翔南 VS 中央S 市立S 盛三 北上総合 北上翔南

7月6日 日 75 専大北上 VS 久慈 不来方S 遠野S 76 遠野S VS 不来方S 久慈 専北 不来方高 不来方S

77 専大北上 VS 盛岡三 久慈 遠野S 78 遠野S VS 久慈 盛三 専北 水沢ふれあい 専大北上

79 市立S VS 中央S 翔南 不来方S 80 不来方S VS 北上翔南 中央S 市立S 渋民運動公園 中央S

81 専大北上 VS 遠野S 盛三 中央S 82 盛岡三 VS 中央S 遠野S 専北 遠野高 遠野S

83 久慈 VS 北上翔南 不来方S 市立S 84 市立S VS 不来方S 翔南 久慈 岩手町総合 市立S
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i-3A

STAGE 節 月　日 曜日 ﾏｯﾁNO. 主審 副審 ﾏｯﾁNO. 主審 副審 会場 主管

101 宮古 VS 大野 久東 花南 102 久慈東 VS 花巻南 宮古 大野 閉伊川 宮古

103 宮古工 VS 大槌 水工 釜南 104 釜石南 VS 水沢工 大槌 宮工 大槌高 大槌

105 宮古 VS 花巻南 水工 久東 106 久慈東 VS 水沢工 宮古 花南 花南高 花巻南

107 宮古工 VS 釜石南 大野 大槌 108 大槌 VS 大野 釜南 宮工 閉伊川 宮古工

109 宮古 VS 大槌 宮工 久東 110 久慈東 VS 宮古工 宮古 大槌 閉伊川 宮古

111 釜石南 VS 大野 花南 水工 112 水沢工 VS 花巻南 大野 釜南 花南高 花巻南

113 宮古 VS 水沢工 久東 大野 114 久慈東 VS 大野 水工 宮古 久慈工業 久慈東

115 宮古工 VS 花巻南 大槌 釜南 116 釜石南 VS 大槌 花南 宮工 大槌高 大槌

117 宮古 VS 釜石南 大槌 久東 118 久慈東 VS 大槌 釜南 宮古 平田 釜石

119 宮古工 VS 水沢工 大野 花南 120 花巻南 VS 大野 水工 宮工 水沢工 水沢工

121 宮古 VS 宮古工 釜南 久東 122 久慈東 VS 釜石南 宮工 宮古 老木 宮古工

123 水沢工 VS 大野 花南 大槌 124 大槌 VS 花巻南 大野 水工 花南高 花巻南

125 宮古 VS 久慈東 宮工 大野 126 宮古工 VS 大野 久東 宮古 老木 大野

127 釜石南 VS 花巻南 大槌 水工 128 水沢工 VS 大槌 花南 釜南 大槌高 大槌

i-3B

STAGE 節 月　日 曜日 ﾏｯﾁNO. ｷｯｸｵｯﾌ 会場 主管

129 専北S VS 青雲 9:30

130 関二 VS 岩手 12:00

131 盛附 VS 福岡 14:30

132 専北S VS 岩手 9:00

133 福岡 VS 青雲 12:00

134 盛附 VS 盛四S 14:30

135 専北S VS 福岡 9:30

136 盛四S VS 青雲 12:00

137 関二 VS 盛附 14:30

138 盛四S VS 福岡 9:30

139 盛附 VS 岩手 12:00

140 関二 VS 青雲 14:30

141 専北S VS 盛附 9:30

142 関二 VS 盛四S 12:00

143 福岡 VS 岩手 14:30

144 専北S VS 盛四S 9:30

145 関二 VS 福岡 12:00

146 岩手 VS 青雲 14:30

147 専北S VS 関二 9:30

148 盛附 VS 青雲 12:00

149 盛四S VS 岩手 14:30

i-3C

STAGE 節 月　日 曜日 ﾏｯﾁNO. 主審 副審 ﾏｯﾁNO. 主審 副審 会場 主管

150 葛巻 VS 釜工 花北 花東S 151 花東S VS 花北 葛巻 釜工 花東高 花東S

152 江南S VS 福工 福工高 福工

153 葛巻 VS 花北 釜工 福工 154 福工 VS 釜工 葛巻 花北 花北高 花北

155 江南S VS 軽米 葛巻運動公園 軽米

156 葛巻 VS 福工 釜工 軽米 157 軽米 VS 釜工 福工 葛巻 ﾊｰﾄﾌﾙ 軽米

158 花東S VS 江南S 花巻ｷｬ 花東S

159 軽米 VS 福工 花北 江南Sat 160 江南S VS 花北 福工 軽米 ﾊｰﾄﾌﾙ 江南S

161 花東S VS 釜工 花巻ｷｬ 花東S

162 葛巻 VS 軽米 花東S 福工 163 花東S VS 福工 軽米 葛巻 岩手町運動公園 葛巻

164 花北 VS 釜工 平田 釜工

165 葛巻 VS 江南S 軽米 花東Sat 166 花東S VS 軽米 江南S 葛巻 ﾊｰﾄﾌﾙ 軽米

167 福工 VS 花北 福工高 福工

168 葛巻 VS 花東S 江南S 釜工 169 江南S VS 釜工 花東S 葛巻 ﾊｰﾄﾌﾙ 葛巻

170 軽米 VS 花北 花北高 花北
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