
A　多賀/多賀 責任者 花田

ジンガ 城北 長者 明治 桔梗野 クラッキス 勝ち点 得失点 順位

ジンガ 〇３－０ 〇５－０ 〇９－０ 〇１１－０ ●１－２ 12 27 2

城北 ●０－３ ●０－２ 〇４－０ 〇２－０ ●０－７ 6 -6 3

長者 ●０－５ 〇２－０ ●１－２ ●０－８ ●０－２３ 3 -35 6

明治 ●０－９ ●０－４ 〇２－１ △２－２ ●０－９ 4 -21 4

桔梗野 ●０－１１ ●０－２ 〇８－０ △２－２ ●０－1６ 4 -21 4

クラッキス 〇２－１ 〇７－０ 〇２３－０ 〇９－０ 〇1６－０ 15 56 1

B　多賀/多賀 責任者 酒井

レヴァンテ 湊 鮫 町畑 八戸１ｓｔ 勝ち点 得失点 順位

レヴァンテ △０－０ 〇４－０ 〇１０－０ ●０－３ 7 11 2

湊 △０－０ 〇５－０ 〇６－０ ●１－５ 7 7 3

鮫 ●０－４ ●０－５ ●０－３ ●０－１７ 0 -29 5

町畑 ●０－１０ ●０－６ 〇３－０ ●０－２３ 3 -36 4

八戸１ｓｔ 〇３－０ 〇５－１ 〇１７－０ 〇２３－０ 12 47 1

C 多賀/南郷 責任者 笹本

上長 ウインズ 図南 根岸 ＦＩＢＲＡ．ＦＣ 多賀 勝ち点 得失点 順位

上長 △１－１ ●０－２ △１－１ ●１－６ ●０－１１ 2 -18 5

ウインズ △１－１ 〇５－０ 〇１２－０ △１－１ ●０－５ 8 12 3

図南 〇２－０ ●０－５ 〇４－０ ●１－５ ●０－４ 6 -7 4

根岸 △１－１ ●０－１２ ●０－４ ●０－１１ ●１－９ 1 -35 6

ＦＩＢＲＡ．ＦＣ 〇６－１ △１－１ 〇５－１ 〇１１－０ ●０－４ 10 16 2

多賀 〇１１－０ 〇５－０ 〇４－０ 〇９－１ 〇４－０ 15 32 1

D　多賀/南郷 責任者 中川原

吹上 レンマ 南郷 青潮 ジンガ２nd ヴァン１ｓｔ 勝ち点 得失点 順位

吹上 〇６－０ 〇２－１ 〇３－０ 〇４－１ ●０－２ 12 11 2

レンマ ●０－６ 〇６－０ 〇３－０ 〇５－０ ●０－７ 9 1 3

南郷 ●１－２ ●０－６ ●１－５ ●０－１ ●０－１１ 0 -23 6

青潮 ●０－３ ●０－３ 〇５－１ 〇５－２ ●０－５ 6 -4 4

ジンガ２nd ●１－４ ●０－５ 〇１－０ ●２－５ ●０－７ 3 -17 5

ヴァン１ｓｔ 〇２－０ 〇７－０ 〇１１－０ 〇５－０ 〇７－０ 15 32 1

E　多賀/多賀 責任者 夏堀

根城 ヴァン２nd 中居林 江陽 クラッキス2nd 白銀南 勝ち点 得失点 順位

根城 △２－２ 〇４－１ 〇７－０ ●０－３ 〇１７－０ 10 24 2

ヴァン２nd △２－２ 〇８－０ 〇９－０ ●１－２ 〇３－０ 10 19 3

中居林 ●１－４ ●０－８ 〇２－０ ●０－１２ 〇５－０ 6 -16 4

江陽 ●０－７ ●０－９ ●０－２ ●０－１０ △１－１ 1 -28 5

クラッキス2nd 〇３－０ 〇２－１ 〇１２－０ 〇１０－０ 〇１４－０ 15 40 1

白銀南 ●０－１７ ●０－３ ●０－５ △１－１ ●０－１４ 1 -39 6


