
＊　日程等が変更になる場合がありますので、ご了承下さい。

上 段 ＝ Ｈ下 段 ＝ Ａ上 段 ＝ Ｈ下 段 ＝ Ａ

チ ー ム 名遠野ク ラ ブ
ＦＣ秋田
ｶﾝﾋﾞｱｰﾚ

水 沢 ク ラ ブアステール青森 北 都 銀 行
富士 ク ラ ブ
2003

ｳﾞｧﾝﾗｰﾚ
八戸

TDK 親和会勝点 得点 失点 差 順位

遠　　　野 ●　１－２ ○　３－２ ●　０－２ ○　３－１ ○　２－１ ○　５－０ △　１－１

ク　ラ　ブ ●　０－２ △　２－２ ○　８－２ ○　９－２ ●　２－４ ●　０－９ ○　６－０

ＦＣ秋田 ○　２－０ ○　１－０ ○　５－０ ○　５－２ ○　２－１ ○　４－２ ○　６－１

ｶﾝﾋﾞｱｰﾚ ○　２－１ ○　３－１ ○　６－２ ○　５－２ △　１－１ ○　２－０ ○　３－１

水　　沢 △　２－２ ●　１－３ ○　３－０ ●　１－３ ○　４－０ ○　５－３ ○　９－１

ク　　ラ　　ブ ●　２－３ ●　０－１ ○　３－１ ○　１－０ ○　３－１ ○　４－３ ○　３－１

アステール ●　２－８ ●　２－６ ●　１－３ ●　２－９ ●　０－９ ●　２－５ ○　３－１

青　　　森 ○　２－０ ●　０－５ ●　０－３ ●　０－２ ●　０－５ ○　４－２ ●　０－１

北 都 ●　２－９ ●　２－５ ●　０－１ ○　２－０ △　２－２ ●　１－２ ○　４－２

銀 行 ●　１－３ ●　２－５ ○　３－１ ○　９－２ △　１－１ ●　０－２ ○　５－２

富士クラブ ○　４－２ △　１－１ ●　１－３ ○　５－０ △　１－１ ○　８－０ ○　７－１

2　0　0　3 ●　１－２ ●　１－２ ●　０－４ ○　９－０ △　２－２ △　１－１ △　２－２

ｳﾞｧﾝﾗｰﾚ ○　９－０ ●　０－２ ●　３－４ ●　２－４ ○　２－０ △　１－１ ○　３－１

八　　戸 ●　０－５ ●　２－４ ●　３－５ ○　５－２ ○　２－１ ●　０－８ ○　５－１

T　D　K ●　０－６ ●　１－３ ●　１－３ ○　１－０ ●　２－５ △　２－２ ●　１－５

親 和 会 △　１－１ ●　１－６ ●　１－９ ●　１－３ ●　２－４ ●　１－７ ●　１－３
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＊　日程等が変更になる場合がありますので、ご了承下さい。

上 段 ＝ Ｈ下 段 ＝ Ａ

チ ー ム 名遠 野 ク ラ ブ
ＦＣ秋田
ｶﾝﾋﾞｱｰﾚ

水 沢 ク ラ ブ アステール青森 北 都 銀 行
富 士 ク ラ ブ

2003
ｳﾞｧﾝﾗｰﾚ八戸 TDK 親 和 会

遠　　　野
10/15　・　13:00

遠野市営陸上競技場
6/4　・　13:00

遠野市営陸上競技場
10/1　・　13:00

遠野市営陸上競技場
9/24　・　13:00

遠野市営陸上競技場
5/21　・　14:00

遠野市営陸上競技場
8/6　・　13:00
遠野市営ｻｯｶｰ場

4/23　・　14:00
遠野軽スポーツ広場

ク　ラ　ブ
6/25　・　13:00
雄和球技場

10/8　・　13:00
桜づつみ多目的

未定
10/22　・　13:00
美郷町ｻｯｶｰ場

9/10　・　13:00
花巻ｽﾎﾟｰﾂｷｬﾝﾌﾟむら

9/17　・　13:00
南郷陸上競技場

7/2　・　13:00
TDKｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

ＦＣ秋田
6/25　・　13:00
雄和球技場

9/10　・　13:00
雄和球技場

6/4　・　13:00
大森町多目的広場

延期
5/28　・　13:00
大森町多目的広場

7/2　・　12:00
雄和球技場

9/24　・　11:00
鹿角市陸上競技場

ｶﾝﾋﾞｱｰﾚ
10/15　・　13:00

遠野市営陸上競技場
5/14　・　13:00
桜づつみ多目的

10/8　・　13:00
五戸町ひばり野陸競

7/9　・　10:30
TDKｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

10/1　・　13:00
盛岡南公園

4/30　・　13:00
南郷陸上競技場

5/21　・　13:00
TDKｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

水　　沢
10/8　・　13:00
桜づつみ多目的

5/14　・　13:00
桜づつみ多目的

5/7　・　12:00
桜づつみ多目的

8/27　・　13:00
奥州市ふれあいの丘

6/18　・　未定
未定

5/21　・　13:00
桜づつみ多目的

10/15　・　13:00
森山運動公園

ク　　ラ　　ブ
6/4　・　13:00

遠野市営陸上競技場
9/10　・　13:00
雄和球技場

7/9　・　13:00
五戸町ひばり野陸競

10/1　・　13:00
雄和球技場

7/2　・　13:00
花巻ｽﾎﾟｰﾂｷｬﾝﾌﾟむら

9/24　・　13:00
八戸市東運動公園

6/11　・　13:00
ＴＤＫ秋田スポーツ

アステール 未定
10/8　・　13:00

五戸町ひばり野陸競
7/9　・　13:00

五戸町ひばり野陸競
9/17　・　13:00

五戸町ひばり野陸競
未定

10/15　・　11:00
南郷陸上競技場

9/10　・　13:00
五戸町ひばり野陸競

青　　　森
10/1　・　13:00

遠野市営陸上競技場
6/4　・　13:00

大森町多目的広場
5/7　・　12:00
桜づつみ多目的

7/2　・　14:00
雄和球技場

9/24　・　13:00
花巻ｽﾎﾟｰﾂｷｬﾝﾌﾟむら

6/25　・　11:00
南郷陸上競技場

5/14　・　13:00
TDKｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

北 都
10/22　・　13:00
美郷町ｻｯｶｰ場

7/9　・　10:30
TDKｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

10/1　・　13:00
雄和球技場

7/2　・　14:00
雄和球技場

6/24　・　13:00
雄和球技場

7/30　・　13:00
美郷町ｻｯｶｰ場

10/8　・　13:00
美郷町ｻｯｶｰ場

銀 行
9/24　・　13:00

遠野市営陸上競技場
延期

8/27　・　13:00
奥州市ふれあいの丘

9/17　・　13:00
五戸町ひばり野陸競

7/17　・　11:00
盛岡南公園

5/14　・　13:00
八戸東運動公園

8/12　・　13:00
TDKｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

富士クラブ
9/10　・　13:00

花巻ｽﾎﾟｰﾂｷｬﾝﾌﾟむら
10/1　・　13:00
盛岡南公園

7/2　・　13:00
花巻ｽﾎﾟｰﾂｷｬﾝﾌﾟむら

9/24　・　13:00
花巻ｽﾎﾟｰﾂｷｬﾝﾌﾟむら

7/17　・　11:00
盛岡南公園

10/8　・　13:00
花巻ｽﾎﾟｰﾂｷｬﾝﾌﾟむら

7/30　・　13:00
盛岡南公園

2　0　0　3
5/21　・　14:00

遠野市営陸上競技場
5/28　・　13:00
大森町多目的広場

6/18　・　未定
未定

未定
6/24　・　13:00
雄和球技場

6/4　・　13:00
南郷陸上競技場

7/9　・　13:00
TDKｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

ｳﾞｧﾝﾗｰﾚ
9/17　・　13:00
南郷陸上競技場

4/30　・　13:00
南郷陸上競技場

9/24　・　13:00
八戸市東運動公園

6/25　・　11:00
南郷陸上競技場

5/14　・　13:00
八戸東運動公園

6/4　・　13:00
南郷陸上競技場

5/28　・　13:00
南郷陸上競技場

八　　戸
8/6　・　13:00
遠野市営ｻｯｶｰ場

7/2　・　12:00
雄和球技場

5/21　・　13:00
桜づつみ多目的

10/15　・　11:00
南郷陸上競技場

7/30　・　13:00
美郷町ｻｯｶｰ場

10/8　・　13:00
花巻ｽﾎﾟｰﾂｷｬﾝﾌﾟむら

10/1　・　14:00
TDKｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

T　D　K
7/2　・　13:00
TDKｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

5/21　・　13:00
TDKｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

6/11　・　13:00
TDK秋田スポーツ

5/14　・　13:00
TDKｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

8/12　・　13:00
TDKｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

7/9　・　13:00
TDKｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

10/1　・　14:00
TDKｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

親 和 会
4/23　・　14:00

遠野軽スポーツ広場
9/24　・　11:00
鹿角市陸上競技場

10/15　・　13:00
森山運動公園

9/10　・　13:00
五戸町ひばり野陸競

10/8　・　13:00
美郷町ｻｯｶｰ場

7/30　・　13:00
盛岡南公園

5/28　・　13:00
南郷陸上競技場
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