
FRM(30min)7 １６：２０ -

FRM(30min)6 １５：４０ -

信陵中 米沢六中 信陵中5 １４：２０ 米沢六中 -

4 １３：００ 米沢四中 - 田子中 米沢四中 田子中

高畠中 信陵中 高畠中3 １１：４０ 信陵中 -

2 １０：２０ 田子中 - 米沢六中 田子中 米沢六中

米沢四中 高畠中 米沢四中1 ９：００ 高畠中 -

前　半 後　半高畠中G 高畠中 米沢四中 田子中 米沢六中 信陵中

2019 / 5 / 2 対　戦　カ　ー　ド（30－10－30） 審　　　判

FRM(30min)7 １６：２０ -

FRM(30min)6 １５：４０ -

福島四中 川西中 福島四中5 １４：２０ 川西中 -

4 １３：００ 米沢七中 - ながいU 米沢七中 ながいU

赤湯中 福島四中 赤湯中3 １１：４０ 福島四中 -

2 １０：２０ ながいU - 川西中 ながいU 川西中

福島四中

米沢七中 赤湯中 米沢七中1 ９：００ 赤湯中 -

前　半 後　半
南陽

グリーンピッチ 赤湯中 米沢七中 ながいU 川西中

7 １６：２０ -

2019 / 5 / 2 対　戦　カ　ー　ド（30－10－30） 審　　　判

FRM(30min)

AZZURRI 米沢三中 AZZURRI

米沢三中 伊達中 米沢三中

5 １４：２０ 米沢三中 -
6 １５：４０ - FRM(30min)

4 １３：００ 米沢五中 -

宮内中3 １１：４０ AZZURRI - AZZURRI 宮内中

米沢五中 伊達中伊達中

米沢人工芝
ＳＦ　西 前　半

2 １０：２０ 伊達中 -

米沢五中1 ９：００ 宮内中 - 米沢五中 宮内中

後　半宮内中 米沢五中 伊達中 米沢三中 AZZURRI

2019 / 5 / 2 対　戦　カ　ー　ド（30－10－30） 審　　　判

FRM(30min)7 １６：２０ -

FRM(30min)6 １５：４０ -

郡山三中 FC米沢 郡山三中5 １４：２０ FC米沢 -

4 １３：００ 米沢二中 - 信夫中 米沢二中 信夫中

沖郷中 郡山三中 沖郷中3 １１：４０ 郡山三中 -

2 １０：２０ 信夫中 - FC米沢 信夫中 FC米沢

米沢二中 沖郷中 米沢二中1 ９：００ 沖郷中 -

前　半 後　半
米沢人工芝
ＳＦ　東 沖郷中 米沢二中 信夫中 FC米沢 郡山三中

2019東日本サッカーフェスティバル　5月2日　組合せ

2019 / 5 / 2 対　戦　カ　ー　ド（30－10－30） 審　　　判



FRM(30min)7 １６：２０

- FRM(30min)１５：４０

-

6

郡山三中 米沢五中 郡山三中5 １４：２０ 米沢五中

-
-

ながいU 米沢二中 ながいU4 １３：００ 米沢二中

高畠中 郡山三中 高畠中3 １１：４０ 郡山三中

-
-

米沢五中 ながいU 米沢五中2 １０：２０ ながいU

米沢二中 高畠中 米沢二中1 ９：００ 高畠中

米沢五中 郡山三中 前　半 後　半高畠中G 高畠中 米沢二中 ながいU

-

FRM(30min)

2018 / 5 / 3 対　戦　カ　ー　ド（30－10－30） 審　　　判

7 １６：２０

- FRM(30min)6 １５：４０

-

信夫中 宮内中 信夫中5 １４：２０ 宮内中

-
-

田子中 米沢三中 田子中4 １３：００ 米沢三中

沖郷中 信夫中 沖郷中3 １１：４０ 信夫中

-
-

宮内中 田子中 宮内中2 １０：２０ 田子中

- 米沢三中 沖郷中 米沢三中1 ９：００ 沖郷中

2018 / 5 / 3 対　戦　カ　ー　ド（30－10－30） 審　　　判

宮内中 信夫中 前　半 後　半
南陽

グリーンピッチ 沖郷中 米沢三中 田子中

FC米沢

FRM(30min)

- FRM(30min)7 １６：２０

AZZURRI FC米沢 AZZURRI5 １４：２０

6

-
-１５：４０

2 １０：２０ 福島四中

- 赤湯中AZZURRI3 １１：４０

4 １３：００

米沢人工芝
ＳＦ　西

米沢六中 赤湯中 米沢六中1 ９：００ 赤湯中 -
- FC米沢 福島四中

FRM(30min)

2018 / 5 / 3 対　戦　カ　ー　ド（30－10－30） 審　　　判

7 １６：２０

- FRM(30min)6 １５：４０

-

信陵中 米沢七中 信陵中5 １４：２０ 米沢七中

-
-

伊達中 米沢四中 伊達中4 １３：００ 米沢四中

川西中 信陵中 川西中3 １１：４０ 信陵中

-
-

米沢七中 伊達中 米沢七中2 １０：２０ 伊達中

- 米沢四中 川西中 米沢四中1 ９：００ 川西中

米沢人工芝
ＳＦ　東

2019東日本サッカーフェスティバル　5月3日　組合せ

2018 / 5 / 3 対　戦　カ　ー　ド（30－10－30） 審　　　判

米沢七中 信陵中 前　半 後　半川西中 米沢四中 伊達中

赤湯中 米沢六中 福島四中 FC米沢 AZZURRI

AZZURRI 赤湯中

米沢六中 福島四中

前　半 後　半

FC米沢

福島四中米沢六中 -



NO team 9:00 10:20 11:40 13:00 14:20 9:00 10:20 11:40 13:00 14:20
信夫中 郡山三中 福島四中 AZZURRI

米沢SF東 米沢SF東 米沢SF⻄ 米沢SF⻄
沖郷中 信夫中 高畠中 ながいU
米沢SF東 米沢SF東 高畠中G 高畠中G

伊達中 AZZURRI 沖郷中 田子中
米沢SF⻄ 米沢SF⻄ 南陽GP 南陽GP

高畠中 田子中 川⻄中 伊達中
高畠中G 高畠中G 米沢SF東 米沢SF東
宮内中 伊達中 ながいU 郡山三中
米沢SF⻄ 米沢SF⻄ 高畠中G 高畠中G

田子中 信陵中 赤湯中 福島四中
高畠中G 高畠中G 米沢SF⻄ 米沢SF⻄

赤湯中 ながいU 伊達中 信陵中
南陽GP 南陽GP 米沢SF東 米沢SF東
米沢七中 福島四中 米沢六中 AZZURRI

南陽GP 南陽GP 米沢SF⻄ 米沢SF⻄
米沢五中 AZZURRI 田子中 信夫中
米沢SF⻄ 米沢SF⻄ 南陽GP 南陽GP
米沢二中 郡山三中 米沢三中 信夫中
米沢SF東 米沢SF東 南陽GP 南陽GP
米沢四中 信陵中 米沢二中 郡山三中
高畠中G 高畠中G 高畠中G 高畠中G

ながいU 福島四中 米沢四中 信陵中
南陽GP 南陽GP 米沢SF東 米沢SF東
米沢三中 米沢五中 米沢七中 米沢四中
米沢SF⻄ 米沢SF⻄ 米沢SF東 米沢SF東
FC米沢 米沢二中 沖郷中 宮内中
米沢SF東 米沢SF東 南陽GP 南陽GP

赤湯中 川⻄中 FC米沢 米沢六中
南陽GP 南陽GP 米沢SF⻄ 米沢SF⻄

米沢六中 米沢四中 宮内中 米沢三中
高畠中G 高畠中G 南陽GP 南陽GP

沖郷中 FC米沢 高畠中 米沢五中
米沢SF東 米沢SF東 高畠中G 高畠中G
高畠中 米沢六中 川⻄中 米沢七中
高畠中G 高畠中G 米沢SF東 米沢SF東

川⻄中 米沢七中 米沢五中 米沢二中
南陽GP 南陽GP 高畠中G 高畠中G

宮内中 米沢三中 赤湯中 FC米沢
米沢SE⻄ 米沢SF⻄ 米沢SE⻄ 米沢SF⻄

20 AZZURRI 地区外

2019東日本サッカーフェスティバル　対戦表
会場

対戦チーム

米沢地区

米沢地区

米沢地区

地区外

地区外

地区外

地区外

地区外

地区外

地区外

米沢六中

伊達中

川⻄中

高畠中

ながいU

信陵中

郡山三中

田子中

福島四中

信夫中

東置賜

東置賜

東置賜

東置賜

東置賜

17

18

19

米沢五中

米沢四中

米沢三中

沖郷中

宮内中

赤湯中

米沢七中

11

12

13

14

15

16

5

6

7

8

9

10

5月2日 5月3日

3

2

1

4

米沢二中

米沢地区FC米沢

米沢地区

米沢地区

米沢地区


