
開催県：岩手県 開催会場：安比ＡＳＰＡ２ピッチ

ベガルタ仙台 AC.Zeele FCあきた 塩釜FC 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

ブラウブリッツ秋田 ヴァンラーレ八戸 アストロン Desenvolver 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：飯森山グラウンド

モンテ山形 村山 FC ＦＲＥＳＣＡ 青森ＦＣ FC Estrella 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：東北公益文化大学グラウンド

ＦＣみやぎ スポルティフ秋田 OGASA　FC いわき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 ４審
6月22日 13:00～ AC.Zeele FCあきた 協会 ブラウブリッツ秋田 Desenvolver 協会

〃 15:00～ ベガルタ仙台 塩釜FC 協会 ヴァンラーレ八戸 アストロン 協会

6月23日 10:00～ AC.Zeele 塩釜FC 協会 ブラウブリッツ秋田 アストロン 協会

ヴァンラーレ八戸 協会
〃 12:00～ ベガルタ仙台 FCあきた 協会 ヴァンラーレ八戸

協会 アストロン

Desenvolver 協会

6月29日 13:00～ FCあきた 塩釜FC 協会 ブラウブリッツ秋田

Desenvolver 協会

ベガルタ仙台
AC.Zeele
FCあきた

〃 15:00～ ベガルタ仙台 AC.Zeele

塩釜FC

Ｂブロック

月日 試合時間 対　　　　　戦 主審 副審 副審 ４審
6月22日 13:00～ ヴァンラーレ八戸 アストロン 協会 ベガルタ仙台 塩釜FC 協会

〃 15:00～ ブラウブリッツ秋田 Desenvolver 協会 AC.Zeele FCあきた 協会

6月23日 10:00～ ヴァンラーレ八戸 Desenvolver 協会 ベガルタ仙台 FCあきた 協会

〃 12:00～ ブラウブリッツ秋田 アストロン 協会 AC.Zeele 塩釜FC 協会

協会
6月29日 13:00～ アストロン Desenvolver 協会 ベガルタ仙台

Ｃブロック

AC.Zeele 協会

〃 15:00～ ブラウブリッツ秋田 ヴァンラーレ八戸 協会 FCあきた 塩釜FC

月日 試合時間 対　　　　　戦 主審 副審

ブラウブリッツ秋田

ヴァンラーレ八戸
アストロン
Desenvolver

副審 ４審
6月22日 13:00～ FC ＦＲＥＳＣＡ 青森ＦＣ 協会 ＦＣみやぎ いわきＦＣ 協会

OGASA　FC 協会〃 15:00～ モンテ山形 村山 FC Estrella 協会 スポルティフ秋田

スポルティフ秋田 協会
〃 12:00～ モンテ山形 村山 青森ＦＣ 協会 スポルティフ秋田

協会 OGASA　FC

いわきＦＣ 協会

6月29日 13:00～ 青森ＦＣ FC Estrella 協会 ＦＣみやぎ

いわきＦＣ 協会

モンテ山形 村山
FC ＦＲＥＳＣＡ
青森ＦＣ

〃 15:00～ モンテ山形 村山 FC ＦＲＥＳＣＡ

FC Estrella

Ｄブロック

月日 試合時間 対　　　　　戦 主審 副審 副審 ４審
6月22日 13:00～ スポルティフ秋田 OGASA　FC 協会 モンテ山形 村山 FC Estrella 協会

〃 15:00～ ＦＣみやぎ いわきＦＣ 協会 FC ＦＲＥＳＣＡ 青森ＦＣ 協会

6月23日 10:00～ スポルティフ秋田 いわきＦＣ 協会 モンテ山形 村山 青森ＦＣ 協会

〃 12:00～ ＦＣみやぎ OGASA　FC 協会 FC ＦＲＥＳＣＡ FC Estrella 協会

6月29日 13:00～ OGASA　FC いわきＦＣ 協会 モンテ山形 村山

ＦＣみやぎ スポルティフ秋田 協会 青森ＦＣ FC Estrella 協会

ＦＣみやぎ
スポルティフ秋田
OGASA　FC
いわきＦＣ

グループステージ日程表

FC ＦＲＥＳＣＡ 協会

〃 15:00～

10:00～6月23日 協会OGASA　FCＦＣみやぎ協会FC EstrellaFC ＦＲＥＳＣＡ



開催県：岩手県 開催会場：安比ＡＳＰＡ４ピッチ

勿来フォーウィンズ ヴェルディSS岩手 ＢＴＯ ＦＣ ＴＲＩＡＳ七戸SC 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ＡＳＰＡ５ピッチ

MIRUMAE FC モンテ山形 庄内 Ａ.Ｃ ＡＺＺＵＲＲＩ 会津サントス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Ａコート

ラッセル郡山FC ウインズFC 盛岡太田東ＦＣ AOBA 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

リベロ津軽SC ビアンコーネ福島 山形FC コバルトーレ女川 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 ４審
6月22日 13:00～ ヴェルディSS岩手 ＢＴＯ ＦＣ 協会 MIRUMAE FC 会津サントスFC 協会

〃 15:00～ 勿来フォーウィンズ ＴＲＩＡＳ七戸SC 協会 モンテ山形 庄内 Ａ.Ｃ ＡＺＺＵＲＲＩ 協会

6月23日 10:00～ ヴェルディSS岩手 ＴＲＩＡＳ七戸SC 協会 MIRUMAE FC Ａ.Ｃ ＡＺＺＵＲＲＩ 協会

モンテ山形 庄内 協会
〃 12:00～ 勿来フォーウィンズ ＢＴＯ ＦＣ 協会 モンテ山形 庄内

協会 Ａ.Ｃ ＡＺＺＵＲＲＩ

会津サントスFC 協会

6月29日 13:00～ ＢＴＯ ＦＣ ＴＲＩＡＳ七戸SC 協会 MIRUMAE FC

会津サントスFC 協会

勿来フォーウィンズ
ヴェルディSS岩手
ＢＴＯ ＦＣ

〃 15:00～ 勿来フォーウィンズ ヴェルディSS岩手

ＴＲＩＡＳ七戸SC

Ｆブロック

月日 試合時間 対　　　　　戦 主審 副審 副審 ４審
6月22日 13:00～ モンテ山形 庄内 Ａ.Ｃ ＡＺＺＵＲＲＩ 協会 勿来フォーウィンズ ＴＲＩＡＳ七戸SC 協会

〃 15:00～ MIRUMAE FC 会津サントスFC 協会 ヴェルディSS岩手 ＢＴＯ ＦＣ 協会

6月23日 10:00～ モンテ山形 庄内 会津サントスFC 協会 勿来フォーウィンズ ＢＴＯ ＦＣ 協会

〃 12:00～ MIRUMAE FC Ａ.Ｃ ＡＺＺＵＲＲＩ 協会 ヴェルディSS岩手 ＴＲＩＡＳ七戸SC 協会

協会
6月29日 13:00～ Ａ.Ｃ ＡＺＺＵＲＲＩ 会津サントスFC 協会 勿来フォーウィンズ

Ｇブロック

ヴェルディSS岩手 協会

〃 15:00～ MIRUMAE FC モンテ山形 庄内 協会 ＢＴＯ ＦＣ ＴＲＩＡＳ七戸SC

試合時間 対　　　　　戦 主審 副審 副審

MIRUMAE FC
モンテ山形 庄内
Ａ.Ｃ ＡＺＺＵＲＲＩ
会津サントスFC

４審
6月22日 13:00～ ウインズFC 盛岡太田東ＦＣ 協会 リベロ津軽SC コバルトーレ女川 協会

月日

山形FC 協会〃 15:00～ ラッセル郡山FC AOBA FC 協会 ビアンコーネ福島

ビアンコーネ福島 協会
〃 12:00～ ラッセル郡山FC 盛岡太田東ＦＣ 協会 ビアンコーネ福島

協会 山形FC

コバルトーレ女川 協会

6月29日 13:00～ 盛岡太田東ＦＣ AOBA FC 協会 リベロ津軽SC

コバルトーレ女川 協会

ラッセル郡山FC
ウインズFC
盛岡太田東ＦＣ

〃 15:00～ ラッセル郡山FC ウインズFC

AOBA FC

Ｈブロック

月日 試合時間 対　　　　　戦 主審 副審 副審 ４審
6月22日 13:00～ ビアンコーネ福島 山形FC 協会 ラッセル郡山FC AOBA FC 協会

〃 15:00～ リベロ津軽SC コバルトーレ女川 協会 ウインズFC 盛岡太田東ＦＣ 協会

6月23日 10:00～ ビアンコーネ福島 コバルトーレ女川 協会 ラッセル郡山FC 盛岡太田東ＦＣ 協会

〃 12:00～ リベロ津軽SC 山形FC 協会 ウインズFC AOBA FC 協会

6月29日 13:00～ 山形FC コバルトーレ女川 協会 ラッセル郡山FC

リベロ津軽SC ビアンコーネ福島 協会 盛岡太田東ＦＣ AOBA FC 協会

リベロ津軽SC
ビアンコーネ福島
山形FC
コバルトーレ女川

グループステージ日程表

ウインズFC 協会

〃 15:00～

10:00～6月23日 協会山形FCリベロ津軽SC協会AOBA FCウインズFC



開催県：岩手県 開催会場：安比ＡＳＰＡピッチ２

①

⑤

開催県：山形県 開催会場：飯森山グラウンド

②

⑥

開催県：岩手県 開催会場：安比ＡＳＰＡピッチ４

③

⑦

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

④

⑧

開催県：宮城県 開催会場：みやぎ生協めぐみ野サッカー場Ａコート

⑨

⑩

開催県：宮城県 開催会場：みやぎ生協めぐみ野サッカー場Ｂコート

⑪

⑫

開催県：宮城県 開催会場：みやぎ生協めぐみ野サッカー場Ａコート

⑬

⑭

開催県：福島県 開催会場：信夫ヶ丘競技場

⑮

⑯ 協会 協会〃 13：00～ ⑬勝者 ⑭勝者 協会 協会

副審 ４審

7月15日 10：00～ ⑬敗者 ⑭敗者 協会 協会 協会 協会

決勝、3決

月日 試合時間 対　　　　　戦 主審 副審

協会 協会

〃 13：00～ ⑪勝者 ⑫勝者 協会 協会 協会 協会

7月7日 10：00～ ⑨勝者 ⑩勝者 協会 協会

協会

準決勝

月日 試合時間 対　　　　　戦 主審 副審 副審 ４審

15：00～

⑥勝者 協会 ⑦勝者 ⑧勝者 協会

⑦勝者 ⑧勝者 協会 ⑤勝者 ⑥勝者

協会

ベスト8

月日 試合時間 対　　　　　戦 主審 副審 ４審副審

協会

〃 15：00～ ③勝者 ④勝者

7月6日 13：00～ ①勝者

協会 ①勝者

月日 試合時間 主審 副審

〃

④勝者

②勝者

7月6日 13：00～ ⑤勝者

Ｈブロック1位 Ｇブロック2位 協会

②勝者 協会 ③勝者

Ｈブロック1位 Ｇブロック2位 協会

副審 ４審

ベスト8

Ｈブロック2位 協会〃 12：00～

主審 副審 副審

Ｇブロック1位

予備審

6月30日 10：00～ Ｇブロック1位 Ｈブロック2位 協会

協会

〃 12：00～ Ｆブロック1位 Ｅブロック2位 協会 Ｅブロック1位 Ｆブロック2位 協会

副審 副審 ４審

6月30日 10：00～ Ｅブロック1位 Ｆブロック2位 協会 Ｆブロック1位 Ｅブロック2位

ベスト16

月日 試合時間 対　　　　　戦 主審

対　　　　　戦

ベスト16

月日 試合時間 対　　　　　戦

Ｄブロック2位 協会〃 12：00～ Ｄブロック1位 Ｃブロック2位 協会 Ｃブロック1位

４審

6月30日 10：00～ Ｃブロック1位 Ｄブロック2位 協会 Ｄブロック1位 Ｃブロック2位 協会

月日 試合時間 対　　　　　戦 主審 副審 副審

ベスト16

Ａブロック2位 協会

〃 12：00～ Ｂブロック1位 Ａブロック2位 協会 Ａブロック1位 Ｂブロック2位 協会

6月30日 10：00～ Ａブロック1位 Ｂブロック2位 協会 Ｂブロック1位

第３４回日本クラブユースサッカー選手権（Ｕー１５)東北大会 

ベスト16

月日 試合時間 対　　　　　戦 主審 副審 副審 ４審

ノックアウトステージ日程表


