
節 月日 曜日 カテゴリー キックオフ ホームチーム アウェイチーム 主　　管 1部2部主副担当

11:00 八戸学院野辺地西 3-0 ブランデュー弘前Ｕ-１８ 三農

13:30 三本木農業 6-0 弘前実業 野西

11:00 八戸学院光星 17-0 五戸 青山田3rd

13:30 青森山田３rd 3-0 八戸工大一 光星

11:00 東奥義塾 3-2 五所川原工業 青山田4th

13:30 青森山田４ｔｈ 7-0 十和田工業 東義

11:00 八戸学院野辺地西２ｎｄ 2-0 八戸学院光星２ｎｄ 三商

13:30 三沢商業 1-3 ｳﾞｧﾝﾗｰﾚ八戸U-１８ 野西2nd

３部前期

10:00 八戸学院光星 - 三本木農業 野西

12:00 八戸学院野辺地西 - 弘前実業 三農

14:00 五戸 - 八戸工大一 光星

12:00 青森山田３rd - ブランデュー弘前Ｕ-１８ 三商

14:00 青森山田４ｔｈ - 八戸学院野辺地西２ｎｄ ブラ

10:00 三沢商業 - 八戸学院光星２ｎｄ 野西2nd

11:00 十和田工業 - 五所川原工業 十和田地区

13:30 東奥義塾 - ｳﾞｧﾝﾗｰﾚ八戸U-１８ 十工

３部前期

10:00 弘前実業 - ブランデュー弘前Ｕ-１８ 青山田3rd

12:00 青森山田３rd - 五戸 東義

10:00 八戸学院野辺地西 - 八戸学院光星 三農

12:00 三本木農業 - 八戸工大一 光星

14:00 八戸学院光星２ｎｄ - ｳﾞｧﾝﾗｰﾚ八戸U-１８ 八戸地区

14:00 東奥義塾 - 十和田工業 弘実 弘実

11:00 三沢商業 - 青森山田４ｔｈ 野西2nd

13:30 八戸学院野辺地西２ｎｄ - 五所川原工業 三商

３部前期

10:00 八戸学院光星 - ブランデュー弘前Ｕ-１８ 三農

12:00 三本木農業 - 五戸 ブラ

12:00 八戸学院野辺地西 - 八戸工大一 青山田3rd

14:00 青森山田３rd - 弘前実業 野西

10:00 八戸学院野辺地西２ｎｄ - 十和田工業 十和田地区

11:00 東奥義塾 - 八戸学院光星２ｎｄ 五所工

13:30 三沢商業 - 五所川原工業 東義

14:00 青森山田４ｔｈ - ｳﾞｧﾝﾗｰﾚ八戸U-１８ 三農 十和田地区

３部前期

10:00 八戸学院野辺地西 - 五戸 八工大一

12:00 ブランデュー弘前Ｕ-１８ - 八戸工大一 野西

11:00 青森山田３rd - 三本木農業 光星

13:30 八戸学院光星 - 弘前実業 三農

14:00 青森山田４ｔｈ - 八戸学院光星２ｎｄ 野西 十和田地区

10:00 三沢商業 - 十和田工業 東義

12:00 東奥義塾 - 八戸学院野辺地西２ｎｄ 五所工

14:00 ｳﾞｧﾝﾗｰﾚ八戸U-１８ - 五所川原工業 弘前地区

３部前期

10:00 八戸学院野辺地西 - 三本木農業 五戸

12:00 五戸 - ブランデュー弘前Ｕ-１８ 野西

10:00 青森山田３rd - 八戸学院光星 弘実

12:00 弘前実業 - 八戸工大一 青山田3rd

14:00 東奥義塾 - 青森山田４ｔｈ 弘前地区

14:00 三沢商業 - 八戸学院野辺地西２ｎｄ 五戸 十和田地区

11:00 八戸学院光星２ｎｄ - 五所川原工業 十工

13:30 十和田工業 - ｳﾞｧﾝﾗｰﾚ八戸U-１８ 光星2nd

11:00 三本木農業 - ブランデュー弘前Ｕ-１８ 光星

13:30 八戸学院光星 - 八戸工大一 三農

11:00 弘前実業 - 五戸 五戸 ヴァン

13:00 青森山田３rd - 八戸学院野辺地西 青森山田 五所川原工

13:30 八戸学院野辺地西２ｎｄ - ｳﾞｧﾝﾗｰﾚ八戸U-１８ 五戸 五戸

10:00 八戸学院光星２ｎｄ - 十和田工業 八戸地区

12:00 東奥義塾 - 三沢商業 光星2nd

15:00 青森山田４ｔｈ - 五所川原工業 青森山田 野西

12:00 ブランデュー弘前Ｕ-１８ - 八戸学院野辺地西 五所工

14:00 弘前実業 - 三本木農業 ブラ

11:00 五戸 - 八戸学院光星 八戸工大一

13:30 八戸工大一 - 青森山田３rd 五戸

10:00 八戸学院光星２ｎｄ - 八戸学院野辺地西２ｎｄ 三商

12:00 ｳﾞｧﾝﾗｰﾚ八戸U-１８ - 三沢商業 光星2nd

14:00 十和田工業 - 青森山田４ｔｈ ヴァン

10:00 五所川原工業 - 東奥義塾 ブラ 弘実

11:00 -

13:30 -

11:00 -

13:30 -
11:00 -
13:30 -
11:00 -
13:30 -

光星

三商

光星2ｎｄ

第４節

土

第３節

八戸市多賀多目的運動場
人工芝球技場

東義

弘前運動公園人工芝球技場

十和田市若葉球技場

弘前運動公園人工芝球技場

野西

第５節

１部

２部

２部

土

5月4日

第 １ 回 移 籍 ウ ィ ン ド ウ　４月３０日（火）～５月２日（木）

十和田工業高校サッカー場

１部

２部

高円宮杯JFAU-１８サッカーリーグ青森２０１９　大　会　日　程

会　　場

第１節
土

野西

4月13日

１部

２部

青山田

東義

ヴァン

十和田市若葉球技場

高森山総合運動公園
多目的グラウンド

弘前運動公園人工芝球技場

弘前運動公園人工芝球技場

五戸ひばり野サッカー場

五戸ひばり野サッカー場

三本木農業高校サッカー場
天然芝

２部

五戸ひばり野サッカー場

三沢市民の森陸上競技場

4月27日

第６節

EAST
３部後期
第１節

5月11日 土

１部

4月29日

１部

月

4月20日 土

五戸ひばり野サッカー場

１部

第２節

１部

２部

土

弘実

十工

五戸ひばり野サッカー場

２部

三本木農業高校サッカー場
天然芝

五戸ひばり野サッカー場

弘前運動公園人工芝球技場

三沢市民の森陸上競技場

青森山田高校サッカー場

五戸ひばり野サッカー場

第８節

３部
第１節

6月30日 日

弘前運動公園人工芝球技場

五戸ひばり野サッカー場

WEST
３部後期
第１節

十和田市若葉球技場

6月29日 土

１部

２部

ブラ

八工大一

弘前運動公園人工芝球技場

八戸市多賀多目的運動場
人工芝球技場

十工

弘実

光星

三商

野西

東義

三農

ヴァン

八戸市多賀多目的運動場
人工芝球技場

十和田市若葉球技場

弘前運動公園人工芝球技場

五戸ひばり野サッカー場

十和田工業高校サッカー場

五戸ひばり野サッカー場

三農

青森山田高校サッカー場

三農

五戸

第 2 回 移 籍 ウ ィ ン ド ウ　６月２５日（火）～２７日（木）

5月18日第７節


