
・20分ハーフ　(交流リーグは15分ハーフ)

・審判は1人制(補助審あり)で行います。　主審はできる限り３級でお願いします。

・15日は能代、29日はBTOが試合不可ですので、一日当たりの試合数や審判割当にばらつきがありますがご了承ください。

・一巡目の結果において、上位4チームが、BB杯秋田県大会へ進出となる予定です。

　また、同じく1位・2位のチームを、いとくカップの優勝・準優勝として表彰します。

●4/15(日)　　会場:グリアス　参加チーム数/7　会場準備7:30～　各チーム3名以上

No ｶﾃｺﾞﾘｰ 主審 補助審 No ｶﾃｺﾞﾘｰ 主審 補助審

9:50 ① U12リーグ 二ツ井 - BTO 大館 比内 交流リーグ 大館 - 比内

10:40 ② U12リーグ 三種 - 鹿角 二ツ井 BTO 交流リーグ 二ツ井 - BTO

11:30 ③ U12リーグ 北秋田 - 大館 三種 鹿角 交流リーグ 三種 - 鹿角

12:20 ④ U12リーグ 比内 - 二ツ井 北秋田 大館 交流リーグ 北秋田 - 大館

13:10 ⑤ U12リーグ BTO - 三種 比内 二ツ井 交流リーグ 比内 - 二ツ井

14:00 ⑥ U12リーグ 鹿角 - 北秋田 BTO 三種 交流リーグ BTO - 三種

14:50 ⑦ U12リーグ 大館 - 比内 鹿角 北秋田 交流リーグ 鹿角 - 北秋田

15:40

16:00

●4/21(土)　　会場:グリアス　参加チーム数/8　会場準備8:30～　各チーム2名以上    

No ｶﾃｺﾞﾘｰ 主審 補助審 No ｶﾃｺﾞﾘｰ 主審 補助審

9:20 ⑧ U12リーグ BTO - 能代 鹿角 大館

10:10 ⑨ U12リーグ 三種 - 大館 BTO 能代 交流リーグ BTO - 能代

11:00 ⑩ U12リーグ 能代 - 鹿角 三種 大館 交流リーグ 三種 - 大館

11:50 ⑪ U12リーグ 北秋田 - BTO 能代 鹿角 交流リーグ 能代 - 鹿角

12:40 ⑫ U12リーグ 二ツ井 - 三種 北秋田 BTO 交流リーグ 北秋田 - BTO

13:30 ⑬ U12リーグ 比内 - 能代 二ツ井 三種 交流リーグ 二ツ井 - 三種

14:20 ⑭ U12リーグ BTO - 大館 比内 能代 交流リーグ 比内 - 能代

15:10 交流リーグ BTO - 大館

15:50

16:00
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H30年度 秋田県U-12リーグ/県北地区U-12リーグ) 兼 BB杯県北予選 兼 県北地区春季大会(いとくカップ)

一巡目(4月)日程案

★今シーズン最初になります・・・ライン引き等準備に時間がかかります。各チーム必ず準備に参加のこと。

時間
Aコート Bコート

対戦カード 対戦カード



●4/22(日)　　会場:グリアス　参加チーム数/8　　会場準備8:30～　各チーム2名以上

※フレンドリーなし ※トレセン選考会あり　14:10～

No ｶﾃｺﾞﾘｰ 主審 補助審 No ｶﾃｺﾞﾘｰ 主審 補助審

9:30 ⑮ U12リーグ 二ツ井 - 北秋田 比内 三種 ⑯ U12リーグ 鹿角 - BTO 能代 大館

10:20 ⑰ U12リーグ 比内 - 三種 二ツ井 北秋田

11:10 ⑱ U12リーグ 鹿角 - 二ツ井 三種 比内 ⑲ U12リーグ 北秋田 - 能代 BTO 大館

12:00 ⑳ U12リーグ BTO - 比内 北秋田 能代

12:50 ㉑ U12リーグ 能代 - 大館 鹿角 二ツ井

13:40

14:10

15:45

16:00

●4/29(日)　　会場:能代三面　参加チーム数/7　会場準備8:30～　各チーム2名以上

No ｶﾃｺﾞﾘｰ 主審 補助審 No ｶﾃｺﾞﾘｰ 主審 補助審

9:30 ㉒ U12リーグ 北秋田 - 比内 能代 三種

10:20 ㉓ U12リーグ 鹿角 - 大館 北秋田 比内 交流リーグ 北秋田 - 比内

11:10 ㉔ U12リーグ 二ツ井 - 能代 鹿角 大館 交流リーグ 鹿角 - 大館

12:00 ㉕ U12リーグ 三種 - 北秋田 二ツ井 能代 交流リーグ 二ツ井 - 能代

12:50 ㉖ U12リーグ 比内 - 鹿角 三種 北秋田 交流リーグ 三種 - 北秋田

13:40 ㉗ U12リーグ 大館 - 二ツ井 比内 鹿角 交流リーグ 比内 - 鹿角

14:30 ㉘ U12リーグ 能代 - 三種 大館 二ツ井 交流リーグ 大館 - 二ツ井

15:20 交流リーグ 能代 - 三種

16:00

★4/30(月)　　予備日として、グリアス予約しております。

　　天候不良等があった場合は、30日に行う場合がありますのでご了承ください。
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