
福島棄ロータリー杯サッカー大会（∪－15県北リーク）トップの部（11人制）

佃　リーグ幹事チーム　信夫中学校 

＼ �せ夫中学校 �二車載♯一中手枕 �モンタ一二ヤ �禰■第三中学校 �松験中学校 �伊遵中学校 �悟緻中学校 �N．F．Cビバチェ �揚点 �膳 �分 �負 �得点 �失点 �鴻 �順位 

信夫中学校 � �8月3日 �4月28日 �5月18日 �き月24日 �5月88 �l月28日 �5月11日 �6 �2 �0 �5 �9 �30 �－21 �7 2　01 �2　●　3 �3　0　0 �1●　2 �0　●10 �1　●　8 �0　●　8 

車夫中 �管汝中 �電t中 �哲夫中 �十大沼2 �捻社中 �智験中 

二本松第一中学校 �8月3日 � �8月28日 �9月7日 �4月278 �5月10日 �与月t●8 �〇月21日 �6 �1 �3 �3 �12 �21 �－9 �5 1　●　2 ��2　△　2 �3　△　3 �2　0　0 �2　●　3 �2　△　2 �0　●　9 

信夫中 �� �十大清2 �鬱簾中 �伊連中 �傭敵中 �十大沼1 

モンタ一二ヤ �4月29日 �l月28日 � �9月15日 �9月7日 �5月17日 �7月〇日 �与月日0日 �10 �3 �1 �3 �18 �25 �－7 �4 3　0　2 �2　△　2 ��9　0　0 �2　0　0 �1　●　5 �0　●　9 �1　●　7 

唇簾中 � ��十大渚2 �十大渚2 �十六滞2 �十六沼2 �伊嚢中 

福島集三中学校 �月柑日 �9月7日 �9月15日 � �〇月28日 �7月5日 �■月2書日 �各月28 �1 �0 �1 �＄ �5 �56 �－51 �8 0　●　3 �3　△　3 �0　●　9 ��2　●　5 �0　●14 �0　●　3 �0　●19 

唇簾中 �十六沼2 �十大沼2 ��松■中 �十六滴2 �傭簾中 �あづま★2多巨的 

松陵中学牧 �5月24日 �4月27日 �9月7日 �6月28日 � �7月27日 �5月118 �7月128 �8 �2 �0 �5 �9 �19 �－10 �6 2　01 �0　●　2 �0　●　2 �5　0　2 ��0　●　2 �1　●　7 �1　●　3 

常夫中 �せ離ヰ �十六沼2 �松瞳中 ��伊連中 �せ醜中 �蜃央中 

伊遮中学校 �5月6日 �5月10日 �5月17日 �7月5日 �7月278 �＼ �〇月封日 �〇月1ほ日 �19 �6 �1 �0 �43 �4 �39 �1 10　0　0 �3　0　2 �5　01 �14　0　0 �2　0　0 ��8　0　0 �1　△1 

十大沼2 �伊達中 �十大沼2 �十大沼2 �伊蓑申 ��十大沼1 �十大沼2 

億陵中学校 �8月28日 �5月1さ8 �7月8日 �4月29日 �5月11日 �9月21日 � �4月27日 �14 �4 �2 �1 �28 �13 �15 �3 6　01 �2　△　2 �9　0　0 �3　0　0 �7　01 �0　●　8 ��1　△1 

松簾中 �せ簾中 �十大沼2 �せ書中 �儲陸中 �十大沼1 ��せ駿中 

N．F．Cビバチエ �き月11日 �9月21日 �5月10日 �8月2日 �7月12日 �9月15日 �4月27日 � �17 �5 �2 �0 �48 �4 �44 �2 8　0　0 �9　0　0 �7　01 �19　0　0 �3　01 �1　△1 �1　△1 

信陸中 �十六沼1 �伊達中 �毒づま第2多目的 �信夫中 �十六沼2 �菅攣中 

リーグ幹事チーム　福島第四中学校
＼　　　、」 �大玉中学校 �欄■第一中華枚 �1■書西中攣校 �白沢中学校 � �松ヰ中学校 �梁川中学校 �上野FC �欝 �勝 �分 �負 �得点 �失点 �縄 �■せ 

大玉中学校 � �5月10日 �4月神目 �4月29日 �8月7日 �8月8日 �5月10日 �8月88 �10 �3 �1 �3 �13 �10 �3 �5 0　△　0 �1　●　2 �3　01 �0　●　3 �6　01 �1　●　3 �2　0　0 

梁川中 �大玉や �大玉申 �二本松三中 �松嶋中 �菓川中 �大玉申 

福島第一中学校 �5月10日 � �5月17日 3△3 �5月11日 1△1 �5月17日 �l月1日 300 �き月10日 2●3 �5月＝8 �8 �1 �3 �3 �10 �15 �－5 �6 0　△　0 ����1　●　6 ���0　●　2 

彙川中 ��＿本松三中 �松嶋中 �二本松三中 �松書中 �彙川中 �を書中 

福も第四中学校 �4月29日 �5月178 � �4月神日 �5月10日 �5月38 �5月き日 �き月108 �18 �5 �1 �1 �19 �12 �7 �2 2　01 �3　△　3 ��3　01 �2　01 �4　0　2 �5　0　2 �0　●　2 

大玉中 �＿本松こ中 ��大玉中 �＿本松二中 �婁Ilt中 �豪川中 �＿．本松三中 

白沢中学牧 �4月29日 �5月11日 �4月29日 � �5月17日 �5月11日 �9月8日 �＄月17El �5 �1 �2 �4 �11 �20 �t9 �7 1　●　3 �1　△1 �1　●　3 ��2　△　2 �3　0　2 �2　●　7 �1　●　2 

大玉中 �松■中 �大玉中 ��二本松三中 �松■中 �菓川中 �二本松三中 

二本松第三中学校 �6月7日 �5月178 �5月tO日 �5月17日 � �4月29日 �4月2さ8 �5月10日 �13 �4 �1 �2 �29 �11 �18 �3 3　0　0 �6－　01 �1　●　2 �2　△　2 ��8　01 �8　0　0 �1　●　5 

＿本松三中 �●本松三中 �＿本松三中 �＿本松三中 ��＿本松．≡中 �＿串松三中 �＿本松三中 

松陽中学校 �8月8日 �○月日ヨ �5月3日 �5月日日 �4月29日 � �5月3日 �4月29日 �0 �0 �0 �7 �8 �40 �－32 �8 1　●　8 �0　●　3 �2　●　4 �2　●　3 �1　●　8 ��1　●　7 �1　●　9 

松鶴中 �松ヰ中 �彙川中 �松書中 �＿本松三中 ��豪川中 �二本松三中 

梁川中学校 �5月10日 �5月10日 �5月3日 �9月8日 �4月29日 �5月3日 �＼ �絹　日 �12 �4 �0 �3 �22 �24 �－2 �4 3　01 �3　0　2 �2　●　5 �7　0　2 �0　●　8 �7　01 ��0　●　5 

業川中 �豪川中 �梁川中 �菓川中 �二本松三中 �業川中 ��十大沼2 

生野FC �8月8日 �5月11日 �5月10日 �5月17日 �5月10日 �4月29日 �5月〇日 �＼ �18 �8 �0 �1 �25 �5 �20 �1 0　●　2 �2　0　0 �2　0　0 �2　01 �5　01 �9　01 �5　0　0 

大玉中 �松陣中 �二本松三中 �二本松三中 �二本松三中 �二本松三中 �十六汚2 

リーグ戦の順位 

1部1位 �伊達中学抜 

1部2位 �N．F．Cビバチエ 

1部3位 �唇雛中学校 

1部4位 �モンタ一二ヤ 

1部5位 �二本松第一中学校 

1部6位 �松瞳中学校 

1部7位 �塔夫中学校 

1部8位 �福島第三中学校 

旨■　二‾‾　2部1位 ��f野FG 

チーム　2部2位 ��福島第四中学校 
昇　　2部3位 ��二本松第三中学校 

2部4位 ��菱川中学校 

5チー 稽・ �2部5位 �大玉中芋校 
2部6位 �福島事一中学校 

2部7位 �白沢中学故 

2部8位 �松■中学校 

来年は1部のみ6チーム（2吊り10試合）で実施します。
・原則、降格は3チーム、昇格は2チームとなります。
・泉リーグから降格1チーム；降格は4チーム、昇格は2チーム
・県リーグから降格2チーム：降格は4チーム、昇格は1チーム
・熱リーグから降格3チーム．降格は5チーム、昇格は1チーム
・県リーグから降格4チーム：降格は6チーム、昇格は1チーム


