
 

会　　場 試合 時間 対戦チーム Ｒ ＡＲ１ ＡＲ２ Ｓ イントラ 試合結果 （前半） （後半） 得点者 アシスト者 警告者 退場者

米沢工業Ｇ

① 11:00 鶴岡工業高校 ｖｓ 秋葉栄蔵 今野誉康 齋藤浩二 斎藤　強 花谷長任 ２－１ ０－０ ２－１

② 13:15 山形東高校 ｖｓ 酒田琢友クラブ 安孫子正夫 小松　正 笹村　誠 須貝 斎藤　強 ４－３ １－３ ３－０

会　　場 試合 時間 対戦チーム Ｒ ＡＲ１ ＡＲ２ Ｓ イントラ 試合結果 （前半） （後半） 得点者 アシスト者 警告者 退場者

米沢工業Ｇ

⑦ 11:00 ｖｓ ＦＣ．ＵＲＣＨＩＮＳ 柏崎靖志 今野誉康 大江壮光 今野孝義 本間清弘 ４－１ ３－０ １－１

⑩ 13:15 山形東高校 ｖｓ 羽黒高校 梅津智彰 鈴木雅司 渡辺　卓 大友信昭 ０－２ ０－０ ０－２

興譲館Ｇ

⑤ 11:00 鶴岡東高校 ｖｓ Infini Reve FC 庄司元希 烏　　訓 田代智行 大野　清志 高橋直樹 ４－１ ２－１ ２－０

③ 13:15 山形中央高校 ｖｓ 鶴岡工業高校 星川英紀 三浦裕生 鈴木幸一 浜田　藤兵衛 ３－０ ２－０ １－０

河川敷 南

⑥ 11:00 新庄東高校 ｖｓ 秋葉栄蔵 池田伸行 菊地　誠 武者恭典 花谷長任 ０－４ ０－３ ０－１

④ 13:15 日大山形高校 ｖｓ Ａ’Ｚ　ＦＣ 原田弘之 鈴木賢和 田宮邦彦 佐藤　哲 ４－１ １－１ ３－０

河川敷 北

⑧ 11:00 山形城北高校 ｖｓ 村井俊章 皆川和彦 高橋和哉 遠藤隆志 奥山茂樹 ０－６ ０－３ ０－３

⑨ 13:15 東海大山形高校 ｖｓ F.C.Parafrente 伊藤久敏 渡邉和俊 鈴木賢一 平田敦士 ０－２ ０－１ ０－１

会　　場 試合 時間 対戦チーム Ｒ ＡＲ１ ＡＲ２ Ｓ イントラ 試合結果 （前半） （後半） 得点者 アシスト者 警告者 退場者

米沢工業Ｇ

⑪ 11:00 山形中央高校 ｖｓ 日大山形高校 梅津智彰 ﾓﾝﾃﾃﾞｨｵ山形 村井俊章 本間清弘 ３－６ １－４ ２－２

⑬ 13:15 ｖｓ 田中眞司 山形中央高校 日大山形高校 本間清弘 ２－３ １－１ １－２

興譲館Ｇ

⑫ 11:00 鶴岡東高校 ｖｓ 椎名基巨 F.C.Parafrente 羽黒高校 大江壮光 斉藤　強 １－２ ０－０ １－２

⑭ 13:15 F.C.Parafrente ｖｓ 羽黒高校 原田弘之 鶴岡東高校 長沢章広 １－５ ０－３ １－２

会　　場 試合 時間 対戦チーム Ｒ ＡＲ１ ＡＲ２ Ｓ イントラ 試合結果 （前半） （後半） 得点者 アシスト者 警告者 退場者

米沢工業Ｇ

⑮ 11:00 日大山形高校 ｖｓ 梅津智彰 大木義昭 村井俊章 佐藤秀俊 斉藤　強 ０－２ ０－１ ０－１

⑯ 13:15 ｖｓ 羽黒高校 菊地和彦 原田弘之 佐藤秀人 斎藤　強 本間清弘 ０－１ １－０

会　　場 試合 時間 対戦チーム Ｒ ＡＲ１ ＡＲ２ Ｓ イントラ 試合結果 （前半） （後半） 得点者 アシスト者 警告者 退場者

⑰ 13:03 ｖｓ 羽黒高校 清水　友 梅津智彰 小川靖宏 椎名基巨 花谷長任 ２－０ １－０ １－０
（山大）宮本佳希、吉崎和博 石橋佳幸

（羽黒） ハファエル

第10回山形県サッカー総合選手権大会

兼86回天皇杯全日本サッカー選手権大会山形県代表決定戦　試合結果

6/24
(土)

中山ｻｯｶ-ｸﾗﾌﾞ （鶴工）加藤真悟、成澤琢磨
（中山）西塔隆浩

榎本大樹
高橋直史

平形勇太
柏倉　薫、高橋直史

（山東）平　遼、斉藤直哉３
（酒田）工藤大史、新藤　亮、中條祐太

岩瀬達也、三浦郁修、井上卓郎
新藤　亮、中條洋祐、池田まさる 山木雄斗

6/25
(日)

ﾓﾝﾃﾃﾞｨｵ山形ﾕ-ｽ （モンテ）亀井洋伸３、伊藤成康
（ＵＲＣ）塩野康宏

佐藤隆太
外山貴啓 鏡　孝義

手倉森　浩

（山東）
（羽黒）ハファエル２ 長岡　平

（鶴東）石島知、小林陽介、布袋谷直樹、五十嵐祐太
（Ｉｎｆｉ）成田哲也

五十嵐祐太２、石島知２
鳥海大作

（山中）柏倉勇貴、斎藤辰裕、升川正太
（鶴工） 佐藤拓馬

山形大学ｻｯｶ-部 （新東）
（山大）佐藤孝一朗２、宮本佳希、宍戸雄一郎

山科国博

（日大）平吹永太郎２、大木悠輔２
（Ａ’Ｚ）青木一成 内藤利彦

金井ｻｯｶ-ｸﾗﾌﾞ （金井）安藤裕紀、原田紘介３
　　　　 佐藤寛之、高橋信行

（金井）安藤裕紀、菅原幸太 （金井）吉田拓生

（東海）
（Ｐａｒａ）江畑智也、星　徹 波多野　聖、桑原淳志

菊地好彦
波多野　聖

７/1
(土)

金井ｻｯｶ-ｸﾗﾌﾞ （山中）八矢翔太２、斎藤辰裕
（日大）伊藤祐弥、平吹永太郎３、遠藤右人、大木悠輔

早坂卓己、柏倉勇貴
伊藤祐弥、仲島進也、大木悠輔、遠藤右人

ﾓﾝﾃﾃﾞｨｵ山形ﾕ-ｽ 金井ｻｯｶ-ｸﾗﾌﾞ （モンテ）佐藤隆太、伊藤成康
（金井）黒坂孝太、安藤裕紀、吉見　徹

佐藤大介
吉田拓生、菅原幸太

佐藤隆太
吉田拓生

山形大学ｻｯｶ-部 （鶴東）小林陽介
（山大）吉崎和博、清水智幸 石橋佳幸、宮本佳希 菅原豪紀

山形大学ｻｯｶ-部 （Ｐａｒａ）井澤　純
（羽黒）ハファエル３、笹　一貴、ウィリアム

桑原淳志
ウィリアム２、鈴木信也

鈴木浩樹、波多野辰則、井澤純
川村洋一郎

7/2
(日)

山形大学ｻｯｶ-部 （日大）
（山大）石橋佳幸、宍戸雄一郎

仲島進也、平吹永太郎

金井ｻｯｶ-ｸﾗﾌﾞ
１－１

PK 5-6
（金井）越智隼人
（羽黒）鈴木信也

高橋、原田、菅野、早坂
ウィリアム、坂本昌平

8/27
(日)

山形県総合
運動公園

山   形  市
陸上競技場 山形大学ｻｯｶ-部


