
■１次ラウンド：２月２８日（土）
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■決勝トーナメント戦：３月１日（日）　八女東部スポーツ公園A/B

■２位トーナメント戦（フレンドリー戦）：３月１日（日）　福岡フットボールセンターA/B

■３位トーナメント戦（フレンドリー戦）：３月１日（日）　福岡フットボールセンターA/B

2014年度　第９回九州クラブユース（Ｕ－１３）サッカー大会組合せ
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■１次ラウンド：２月２８日（土）

■決勝トーナメント戦：３月１日（日）

■2位順位トーナメント（フレンドリー戦）：３月１日（日）

■2位順位トーナメント（フレンドリー戦）：３月１日（日）

2014年度　第９回　九州クラブユース（Ｕ－１３）サッカー大会対戦表

試合会場 八女東部スポーツ公園A 審　　判
会場担当チーム

試合時間 対　　戦
協会 ブレイズ

競技責任者 会場責任者

ひびき 太陽国分

Ｒ ＡＲ ＡＲ
① ０９：３０～１０：２５ ひびき ｖｓ 太陽国分

ヴェルスパ 協会

筑後
② １０：３５～１１：３０ 筑後 ｖｓ スネイル 協会

筑後 スネイル
１２：３５～１３：２０ 昼食タイム

③ １１：４０～１２：３５ 太陽国分 ｖｓ

④ １３：２０～１４：１５ スネイル ｖｓ ブレイズ 協会 太陽国分 ヴェルスパ
⑤ １４：２５～１５：２０ ヴェルスパ ｖｓ ひびき 協会 スネイル ブレイズ
⑥ １５：３０～１６：２５ ブレイズ ｖｓ 筑後 協会 ヴェルスパ ひびき

競技責任者 会場責任者

試合会場 八女東部スポーツ公園B 審　　判
会場担当チーム

試合時間 対　　戦 Ｒ ＡＲ ＡＲ
① ０９：３０～１０：２５ トリニータ ｖｓ 鹿児島スポーツ 協会 ＰＬＥＡＳＵＲＥ フューチャーズ
② １０：３５～１１：３０ フューチャーズ ｖｓ ルーヴェン 協会 トリニータ 鹿児島スポーツ
③ １１：４０～１２：３５ 鹿児島スポーツ ｖｓ ペラーダ 協会 フューチャーズ ルーヴェン

１２：３５～１３：２０ 昼食タイム
④ １３：２０～１４：１５ ルーヴェン ｖｓ ＰＬＥＡＳＵＲＥ 協会 鹿児島スポーツ ペラーダ
⑤ １４：２５～１５：２０ ペラーダ ｖｓ トリニータ 協会 ルーヴェン ＰＬＥＡＳＵＲＥ
⑥ １５：３０～１６：２５ ＰＬＥＡＳＵＲＥ ｖｓ フューチャーズ 協会 ペラーダ トリニータ

競技責任者 会場責任者

試合会場 福岡フットボールセンター 審　　判
会場担当チーム

試合時間 対　　戦 Ｒ ＡＲ ＡＲ
① ０９：３０～１０：２５ ロアッソ ｖｓ トリニータ宇佐 協会 レインボー アビスパ
② １０：３５～１１：３０ アビスパ ｖｓ 児湯 協会 ロアッソ トリニータ宇佐
③ １１：４０～１２：３５ トリニータ宇佐 ｖｓ 小倉南 協会 アビスパ 児湯

１２：３５～１３：２０ 昼食タイム
④ １３：２０～１４：１５ 児湯 ｖｓ レインボー 協会 トリニータ宇佐 小倉南
⑤ １４：２５～１５：２０ 小倉南 ｖｓ ロアッソ 協会 児湯 レインボー
⑥ １５：３０～１６：２５ レインボー ｖｓ アビスパ 協会 小倉南 ロアッソ

競技責任者 会場責任者

試合会場 西南学院大学田尻グリーンフィールド 審　　判
会場担当チーム

試合時間 対　　戦 Ｒ ＡＲ ＡＲ
① ０９：３０～１０：２５ ソレッソ ｖｓ オリエント 協会 西南 セントラル
② １０：３５～１１：３０ セントラル ｖｓ ヴィクサーレ 協会 ソレッソ オリエント
③ １１：４０～１２：３５ オリエント ｖｓ 太陽スポーツ 協会 セントラル ヴィクサーレ

１２：３５～１３：２０ 昼食タイム
④ １３：２０～１４：１５ ヴィクサーレ ｖｓ 西南 協会 オリエント 太陽スポーツ
⑤ １４：２５～１５：２０ 太陽スポーツ ｖｓ ソレッソ 協会 ヴィクサーレ 西南
⑥ １５：３０～１６：２５ 西南 ｖｓ セントラル 協会 太陽スポーツ ソレッソ

競技責任者 会場責任者

試合会場 八女東部スポーツ公園A 審　　判
会場担当チーム

試合時間 対　　戦 Ｒ ＡＲ ＡＲ
① ０９：００～０９：５５ a１位 ｖｓ b1位 協会 協会 協会
② １０：０５～１１：００ e１位 ｖｓ f1位 協会 協会 協会
③ １２：００～１２：５５ Ａ①勝者 ｖｓ Ｂ①勝者 協会 協会 協会
④ １３：０５～１４：００ Ａ②勝者 ｖｓ Ｂ②勝者 協会 協会 協会
⑤ １５：３０～１６：１５ Ａ③勝者 ｖｓ Ａ④勝者 協会 協会 協会

競技責任者 会場責任者

試合会場 八女東部スポーツ公園B 審　　判
会場担当チーム

試合時間 対　　戦 Ｒ ＡＲ ＡＲ
① ０９：００～０９：５５ c１位 ｖｓ d1位 協会 協会 協会
② １０：０５～１１：００ ｇ１位 ｖｓ ｈ1位 協会 協会 協会
③ １２：００～１２：５５ Ａ①敗者 ｖｓ Ｂ①敗者 相互 相互 相互
④ １３：０５～１４：００ Ａ②敗者 ｖｓ Ｂ②敗者 相互 相互 相互

競技責任者 会場責任者

試合会場 福岡フットボールセンターA 審　　判
会場担当チーム

試合時間 対　　戦 Ｒ ＡＲ ＡＲ
① ０９：００～０９：４５ a２位 ｖｓ b２位 相互 相互 相互
② ０９：５５～１０：４０ e２位 ｖｓ f２位 相互 相互 相互
③ １０：５０～１１：３５ a３位 ｖｓ b３位 相互 相互 相互
④ １１：４５～１２：３０ e３位 ｖｓ f３位 相互 相互 相互
⑤ １２：４０～１３：２５ Ａ①勝者 ｖｓ Ｂ①勝者 相互 相互 相互
⑥ １３：３５～１４：２０ Ａ②勝者 ｖｓ Ｂ②勝者 相互 相互 相互
⑦ １４：３０～１５：１５ Ａ③勝者 ｖｓ Ｂ③勝者 相互 相互 相互
⑧ １５：２５～１６：１０ Ａ④勝者 ｖｓ Ｂ④勝者 相互 相互 相互

競技責任者 会場責任者

試合会場 福岡フットボールセンターB 審　　判
会場担当チーム

試合時間 対　　戦 Ｒ ＡＲ ＡＲ
① ０９：００～０９：４５ c２位 ｖｓ d２位 相互 相互 相互
② ０９：５５～１０：４０ ｇ２位 ｖｓ ｈ２位 相互 相互 相互
③ １０：５０～１１：３５ c３位 ｖｓ ｄ３位 相互 相互 相互
④ １１：４５～１２：３０ ｇ３位 ｖｓ ｈ３位 相互 相互 相互
⑤ １２：４０～１３：２５ Ａ①敗者 ｖｓ Ｂ①敗者 相互 相互 相互
⑥ １３：３５～１４：２０ Ａ②敗者 ｖｓ Ｂ②敗者 相互 相互 相互
⑦ １４：３０～１５：１５ Ａ③敗者 ｖｓ Ｂ③敗者 相互 相互 相互
⑧ １５：２５～１６：１０ Ａ④敗者 ｖｓ Ｂ④敗者 相互 相互 相互


