
l福島東ロータリー杯サッカー大会虹15県北リーク2ndステージ）サテライトの部（8人制）

3部　リーグ幹事トム ���福島第 �ニ中学校 

＼ �構牡中学校 �FCゼウス �二本松第二や夢枕 �暮山JrユースF．G �兼官鷺一中学校 �社も集二中芋校 �西倭中学校 �■芳中事故 �鳥点 �艶 �分 �負 �得点 �失点 � �廠 

横陵中学校 � �5月10日 �4月21日 �5月178 �4月28日 �5月17fl �5月10日 �5月糾8 �11 �3 �2 �2 �13 �11 �2 �4 1　●　4 �3　△　3 �4　0　0 �10　0 �3　0　2 �0　●1 �1　△1 

本音一中 �本音一中 �本音一中 �本音一中 �本音一中 �手曹一中 �■芳申 

F¢ゼウス �5月10日 � �5月17日 �5月24日 �5月10日 �4月用日 �5月24日 �5月17台 �21 �7 �0 �0 �21 �1 �20 �1 4　01 ��1　0　0 �3　0　0 �2　0　0 �7　0　0 �2　0　0 �2　0　0 

本音一中 ��■芳中 �福島二中 �本音一中 �編▲二中 �輪■＝．中 �■芳申 

二本松第二中学校 �4月21日 �0　●1 � �5月10日 �4月28日 �5月10日 �5月17日 �4月28日 �13 �4 �1 �2 �11 �7 �4 �2 3△3 本富一中 ���200 暮山中 �1　0　0 �200 暮山中 �201 凛芳中 �1●2 醸芳中 

醸芳中 ���本音一中 

圭山Jr．ユースF．C �5月17日 �5月24日 �0　●　2 � �5月17日 �き月248 �5月さ1日 �5月101ヨ �0 �0 �0 �7 �1 �27 �－28 �8 0　●　4 �0　●　3 ���0　●　3 �1　●　4 �0　●　9 �0　●　2 

本宮一中 �福■＝中 �壬山中 ��本音一中 �福■二中 �本音一中 �暮山中 

本官第一中学故 �4月20日 �5月10日 �4月28日 �5月178 300 � �5月178 300 �5月10日 �5月31日 �7 �2 �1 �4 �10 �11 �－1 �6 0　●1 �0　●　2 �0　●1 ����1　●　4 �3　△　3 

本音一中 �本音一中 �本音一中 �本音一中 ��本号一中 �本音一中 �本章一中 

福島第二中学校 �5月17日 2●3 �4月は日 �5月10日 �5月24日 �5月178 0●3 � �月糾日 �5月10日 �8 �2 �0 �5 �8 �18 �－10 �7 0　●　7 �0　●　2 �4　01 ���10　0 �1　●　2 

本音一中 �福島二中 �暮山中 �福■ニ中 �本官一中 ��福島二中 �靂山中 

西信中学校 �5月10日 �5月24日 �5月17日 �5月31日 �5月10日 �5月248 �＼ �5月t7日 �10 �3 �1 �3 �16 �7 �9 �5 1　0　0 �0　●　2 �1　●　2 �9　0　0 �4　01 �0　●1 ��1　△1 

本営一中 �編も＝中 �■芳中 �本音一中 �本音一中 �福九二中 ��i芳申 

醸芳中半枚 �5月24日 �5月17日 �4月29日 �5月10日 �5月3t日 �5月1朋ヨ �5月17日 � �12 �3 �3 �1 �11 �9 �2 �3 1　△1 �0　●　2 �2　01 �2　0　0 �3　△　3 �2　01 �1　△1 

i芳中 �■芳中 �さ芳中 �靂山中 �本宮一中 �重山中 �■芳中 

リーグ幹事チーム　あだちJFC

＼ �蓬莱中学校2nd � �償瞳中学校2れd �あだちJFC �川俣中学を �本音第二中学枚 �北せ中2†ld �北信中3d �鯵点 �勝 �分 �負 �得点 �失点 � �鼠位 

蓬莱中学校2nd � �●月1日 �l月288 �7月21日 �月糾8 �月初日 �8月2t日 �8月21日 �3 �1 �0 �6 �10 �57 �－47 �7 0　●　4 �2　●　4 �0　●19 �1　●　6 �0　●15 �4　0　2 �3　●　7 

暮業中華絞 �1藁中華枚 �十大沼 �暮葉中学校 �暮慕中学せ �蓬莱中学校 �暮薫中学校 

濃判フットボールクラブ �8月1日 400 暮菓中学校 � �l月1日 201 1葉中学校 �10月4日 あだちJF（） �9月21日 十大沼 �7月208 2●7 十六沼 �9月21日 十六沼 �9月218 十六漕 �6 �2 �0 �1 �8 �8 �0 �5 

僕簾中学校2nd �8月28日 402 �1　●　2 � �7月21日 0●13 �5月24日 0●1 �5月24日 0●6 �l月14日 100 �8月148 2●3 �6 �2 �0 �5 �8 �27 �－19 �6 

鼓莱中学校 �憂業中学校 ��十六沼 �憂慕中学校 �暮莱中学校 �北や中学校 �北や中学校 

あだちJFC �7月21日 1900 十大沼 �10月4日 あだちJFC �1300 十六沼 � �10月朋ヨ あだちJF（） �草月17日 600 �5月248 1500 北甘中学疲 �月初8 1800 北せ中学校 �15 �5 �0 �0 �71 �0 �71 �2 

川俣中学校 �5月248 601 蓬莱中学校 �9月21日 十六沼 �5月24日 100 1葉中学校 �10月4日 あだちJFe � �8月18 3△3 1葉中学校 �9月21日 十六漕 �9月21日 十大沼 �7 �2 �1 �0 �10 �4 �6 �4 

本音第二中学校 �月糾日 �7月20日 �5月24日 �5月17日 �6月18 3△3 �＼ �7月20日 300 �7昇208 �16 �5 �1 �1 �41 �13 �28 �1 15　0　0 �7　0　2 �6　0　0 �0　●　6 ����7　0　2 

蓬菓中掌楼 �十大沼 �i業中学校 � �蓬莱中学校 ��十大沼 �十大沼 

北信中2nd �¢月218 2●4 蓬莱中学校 �9月21日 十六沼 �〇月148 0●1 北償中学校 �5月24日 0●15 北償中学校 �〇月21日 十六沼 �7月20日 0●3 十六沼 �＼ �5月248 0●5 北償中学校 �0 �0 �0 �5 �2 �28 �－28 �8 

北偉中3河 �〇月218 703 暮業中学校 �9月21日 十大沼 �8月14日 302 北信中学校 �5月24日 0●18 北信中学校 �9月218 十大沼 �7月20日 2●7 十六沼 �5月24日 500 北信中学校 � �9 �3 �0 �2 �17 �30 �－13 �3 

リーグ戦の順位 

3部1位 �FCゼウス 

3部2位 �二本松第二中学校 

3部3位 �i芳中学校 

3部4位′ �棋■中学校 

3部5位 �西せ中学校 

3部＄位 �本音第一中華校 

3部7位 �福島第二中学校 

3部8位 �霊山Jr．ユースF．G 

4部1位 �本宮第二中学校 

4部2位 �あだちJFe 

4部3位 �北¢中3鵬 

4部4位 �川俣中学校 

4部5位 �法制フットボールクラブ 

4部6位 �昏睡中学校2rld 

4部7位 �暮莱中学校2nd 

4部8位 �北唇中2nd 

来年は1都のみ6チーム（2周り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。
・熟リーグから降格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
・県リーグから降格3チーム；降格は＄チーム、昇格は1チーム
・泉リーグから降格4チーム：降格は8チーム、昇格は1チーム


