
●１次ラウンド：２月１日（土）

●１次ラウンド：２月１日（土）

●１次ラウンド：２月１日（土）

●１次ラウンド：２月１日（土）

●１次ラウンド：２月１日（土）

試合時刻 組　合　せ Ｒ ＡＲ ＡＲ 第4審

２０１３年度　第２３回九州クラブユース（Ｕ－１４）サッカー大会組合せ

■１次ラウンド
アルディエンテ ＮＥＯ ＣＡグランロッサ Ｆ．Ｃｕｏｒｅ ギラヴァンツ 長崎ドリーム

（鹿児島県） （３） (福岡県） (福岡県） （福岡県） （３）（３） （鹿児島県） (長崎県）

（１）
① ②

＜１＞ （１）
① ② ① ②

＜１＞

Ａ Ｃ Ｅ
＜３＞ Ｖ・ファーレン

＜１＞ （１）

大分トリニータ ＜３＞ ＡＭＡＫＵＳＡ シャルム
(大分県） (熊本県） (熊本県） (長崎県）

太陽ＳＣ スマイスセレソン

セレソン都城 ＜３＞ ＶＩＴＥＳＳＥ
（宮崎県） (福岡県）

（４） （熊本県）
ＬＡＰＡＳＩＯＮ ヴィクサーレ 小倉南 ＵＫＩ－Ｃ
(福岡県） （４） (沖縄県） (福岡県） (鹿児島県） （４） （大分県）

（２）
③ ④

＜２＞ （２）
③ ④ ④

＜２＞

Ｂ Ｄ Ｆ
フラッププライド

＜２＞ （２）
③

＜４＞ トリニータ宇佐 サガン鳥栖 ＜４＞ ヴィラル木花 ＜４＞ グローバル

(熊本県） (大分県） (佐賀県） (福岡県） (宮崎県） (福岡県）
ブレイス

試合時刻 組　合　せ 第4審

２／２　福岡フットボールセンターＡ・Ｂ ２／２　益城陸上競技場 ２／２　高原町運動公園サッカー広場、多目的広場A・Ｂ

競技責任者 会場責任者
試合会場 春日公園球技場 担当チーム

大分トリニータ
A① １１：００～１２：１０ アルディエンテ ｖｓ ＡＭＡＫＵＳＡ
A② １２：２０～１３：３０ ＮＥＯ ｖｓ

ブレイズ
B③ １３：４０～１４：５０ ＬＡＰＡＳＩＯＮ ｖｓ トリニータ宇佐
B④ １５：００～１６：１０ ヴィクサーレ ｖｓ

競技責任者
試合会場

試合時刻

競技責任者
試合会場 高原町運動公園サッカー広場 担当チーム

会場責任者

Ｅ② １１：２０～１２：３０ 長崎ドリーム ｖｓ

組　合　せ Ｒ

Ｆ④ １５：００～１６：１０ スマイスセレソン ｖｓ

セレソン都城
Ｅ① １０：００～１１：１０ ギラヴァンツ ｖｓ ＶＩＴＥＳＳＥ

ヴィラル木花
Ｆ③ １３：４０～１４：５０ 太陽スポーツ ｖｓ グローバル

Ｒ ＡＲ ＡＲ 第4審

競技責任者 会場責任者

試合時刻 組　合　せ
試合会場 大津運動公園多目的広場Ａ(山側） 担当チーム

C（１） ０９：３０～１０：４０ ＣＡグランロッサ ｖｓ シャルム

Ｆ．Ｃｕｏｒｅ
D（２） １０：５０～１２：００ 小倉南 サガン鳥栖
C（３） １４：００～１５：１０ ＣＡグランロッサ ｖｓ

ｖｓ

ｖｓ ＵＫＩ－Ｃ

試合時刻 組　合　せ

競技責任者
試合会場 大津運動公園多目的広場Ｂ

D（４） １５：２０～１６：３０ 小倉南

会場責任者

フラッププライド

C＜１＞ ０９：３０～１０：４０ Ｆ．Ｃｕｏｒｅ ｖｓ Ｖ・ファーレン
D＜２＞

C＜３＞ １４：００～１５：１０ シャルム ｖｓ ＶＩＴＥＳＳＥ

担当チーム

Ｖ・ファーレン

１０：５０～１２：００ ＵＫＩ－Ｃ ｖｓ

フラッププライド 協　会D＜４＞ １５：２０～１６：３０ サガン鳥栖 ｖｓ

協　会 スマイスセレソン

シャルム

高原町運動公園多目的広場A

協　会

ＡＲ
ＬＡＰＡＳＩＯＮ

ヴィクサーレ

Ｒ
協　会
協　会
協　会 アルディエンテ

ＮＥＯ

ＡＲ
トリニータ宇佐

ブレイズ
ＡＭＡＫＵＳＡ　

大分トリニータ

本部
本部
本部
本部

第4審

ヴィラル木花 本部

ＡＲ ＡＲ

本部
ＶＩＴＥＳＳＥ 本部

協　会 太陽スポーツ グローバル 本部

協　会 ギラヴァンツ

会場責任者

セレソン都城協　会 長崎ドリーム

シャルム 本部

協　会 ＣＡグランロッサ Ｆ．Ｃｕｏｒｅ 本部

協　会 小倉南 サガン鳥栖 本部

小倉南 ＵＫＩ－Ｃ 本部協　会
協　会 ＣＡグランロッサ

ＡＲ 第4審
協　会 ＵＫＩ－Ｃ フラッププライド 本部
Ｒ ＡＲ

協　会 サガン鳥栖 フラッププライド 本部
協　会 Ｆ．Ｃｕｏｒｅ Ｖ・ファーレン 本部

本部

担当チーム

２／１　春日公園球技場 ２／１　大津運動公園多目的広場A・Ｂ ２／１　高原町運動公園サッカー広場・多目的広場A



●１次ラウンド：２月２日（日）

●１次ラウンド：２月２日（日）

●１次ラウンド：２月２日（日）

●１次ラウンド：２月２日（日）

●１次ラウンド：２月２日（日）

●１次ラウンド：２月２日（日）

試合時刻 組　合　せ Ｒ ＡＲ ＡＲ

試合会場 高原町運動公園多目的広場A 担当チーム

第4審

競技責任者 会場責任者

本部

試合会場 高原町運動公園サッカー広場 担当チーム

試合会場 益城陸上競技場
競技責任者

担当チーム

協　会 小倉南 フラッププライド 本部
Ｒ ＡＲ ＡＲ 第4審

会場責任者

試合時刻 組　合　せ
Ｃ① １１：００～１２：１０ ＣＡグランロッサ ｖｓ Ｖ・ファーレン

１２：２０～１３：３０ Ｆ．Ｃｕｏｒｅ ｖｓ シャルム
Ｄ③ １３：４０～１４：５０ 小倉南 ｖｓ
Ｄ④ １５：００～１６：１０ ＵＫＩ－Ｃ ｖｓ サガン鳥栖 協　会

フラッププライド
Ｃ②

競技責任者 会場責任者

B（２） １０：５０～１２：００

福岡フットボールセンターＡ 担当チーム
試合時刻 組　合　せ

A（１） ０９：３０～１０：４０ アルディエンテ ｖｓ 大分トリニータ
ＬＡＰＡＳＩＯＮ ｖｓ

ヴィクサーレ
A（３） １４：００～１５：１０ アルディエンテ ｖｓ ＮＥＯ
B（４）

ブレイズ

試合会場 福岡フットボールセンターB 担当チーム

１５：２０～１６：３０ ＬＡＰＡＳＩＯＮ ｖｓ 協　会 アルディエンテ

B＜２＞ １０：５０～１２：００ ヴィクサーレ ｖｓ

試合時刻 組　合　せ

B＜４＞ １５：２０～１６：３０ ブレイズ ｖｓ

トリニータ宇佐

A＜１＞ ０９：３０～１０：４０ ＮＥＯ ｖｓ ＡＭＡＫＵＳＡ

トリニータ宇佐

A＜３＞ １４：００～１５：１０ 大分トリニータ ｖｓ ＡＭＡＫＵＳＡ

競技責任者 会場責任者

セレソン都城 協　会 太陽ＳＣ ヴィラル木花 本部

競技責任者 会場責任者

長崎ドリーム

Ｒ ＡＲ

ヴィラル木花

試合時刻 組　合　せ
E（１） ０９：３０～１０：４０ ギラヴァンツ ｖｓ

太陽ＳＣ

F（２） １０：５０～１２：００ 太陽ＳＣ ｖｓ

スマイスセレソンｖｓ

競技責任者

Ｅ＜１＞ ０９：３０～１０：４０ ｖｓ

協　会
E（３） １４：００～１５：１０ ギラヴァンツ ｖｓ 長崎ドリーム 協　会
F（４） １５：２０～１６：３０

試合会場 高原町運動公園多目的広場B 担当チーム
試合時刻 組　合　せ Ｒ

Ｆ＜２＞ １０：５０～１２：００ スマイスセレソン ｖｓ グローバル

Ｅ＜３＞

Ｆ＜４＞ １５：２０～１６：３０ ヴィラル木花

ＶＩＴＥＳＳＥ

ｖｓ グローバル

ＡＲ 第4審

太陽ＳＣ スマイスセレソン 本部

協　会 セレソン都城

１４：００～１５：１０ セレソン都城 ｖｓ ＶＩＴＥＳＳＥ

協　会 ＵＫＩ－Ｃ サガン鳥栖 本部
ＣＡグランロッサ Ｖ・ファーレン 本部協　会
Ｆ．Ｃｕｏｒｅ シャルム 本部

第4審

本部

第4審

本部

ＡＲ ＡＲ

協　会 ＬＡＰＡＳＩＯＮ ブレイズ
協　会 アルディエンテ

協　会 ＮＥＯ ＡＭＡＫＵＳＡ 本部
協　会

Ｒ ＡＲ ＡＲ

ＮＥＯ

Ｒ

大分トリニータ

協　会 ＬＡＰＡＳＩＯＮ ヴィクサーレ 本部
本部

ヴィクサーレ トリニータ宇佐 本部

協　会 大分トリニータ ＡＭＡＫＵＳＡ 本部
協　会 ブレイズ

ＶＩＴＥＳＳＥ

本部

協　会

セレソン都城 ＶＩＴＥＳＳＥ 本部

トリニータ宇佐

協　会 長崎ドリーム

ギラヴァンツ 長崎ドリーム 本部

ＡＲ ＡＲ 第4審

会場責任者

スマイスセレソン グローバル 本部

協　会

協　会 ヴィラル木花 グローバル 本部
ギラヴァンツ 本部



ｉ ｊ ｋ ｌ

ａ ｂ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ

■ラウンド１６・準々決勝：２月１５日（土）

■ラウンド１６・準々決勝：２月１５日（土）

■準決勝・決勝：２月１６日（日）

２／１５(土）

２０１３年度　第２３回九州クラブユース（Ｕ－１４）サッカー大会組合せ

① ②
１０：００～ １１：３０～

１４：５０～

① ② ③ ④

■決勝トーナメント

２／１６(日）

③

①

春日球技場

１４：２０～ １５：４０～ １４：２０～ １５：４０～

⑤ ⑥ ⑤ ⑥

０９：００～ １０：２０～ １１：４０～ １３：００～ ０９：００～ １０：２０～

② ③ ④
１１：４０～

Ｄ１位 ３位中①Ａ１位 ３位中④ Ｃ２位 Ｅ１位 Ｃ１位 Ｅ２位 Ｆ１位Ｂ１位 ３位中②３位中③ Ｄ２位 Ｆ２位

２／１５(土）

試合会場 福岡フットボールセンターA 担当チーム
競技責任者 会場責任者

試合時刻 組　合　せ
① ０９：００～１０：１０ Ａ１位 ｖｓ ３位中４位
② １０：２０～１１：３０ Ｃ２位 ｖｓ

⑤ １４：２０～１５：３０ ａ ｖｓ

③ １１：４０～１２：５０
Ｅ１位

ｂ

３位中３位
協　会 Ｃ２位 Ｅ１位
協　会Ｂ１位 ｖｓ

ｄ 協　会

④ １３：００～１４：１０ Ｄ２位 ｖｓ Ｆ２位

⑥

３位中２位

協　会 協　会 本部

ＡＲ

１５：４０～１６：５０ ｃ ｖｓ

競技責任者
試合会場 福岡フットボールセンターB 担当チーム
試合時刻 組　合　せ Ｒ ＡＲ

① ０９：００～１０：１０ Ｃ１位 ｖｓ

ｆ 協　会

② １０：２０～１１：３０ Ｅ２位 ｖｓ Ｆ１位

⑤ １４：２０～１５：３０ ｅ ｖｓ

３位中１位③ １１：４０～１２：５０ Ｄ１位 ｖｓ
④ １３：００～１４：１０ Ａ２位 ｖｓ Ｂ２位

⑥ １５：４０～１６：５０ ｇ ｖｓ

競技責任者 会場責任者

協　会ｈ

試合時刻 組　合　せ Ｒ
ｊ

試合会場 春日公園球技場 担当チーム

① １０：００～１１：１０ ｉ ｖｓ

②勝者
② １１：２０～１２：４０ ｋ ｖｓ ｌ
③ １４：５０～１６：００ ①勝者 ｖｓ

Ｒ ＡＲ ＡＲ 第4審

１３：００～

Ｂ２位

３位中３位 本部
協　会 Ｄ２位 Ｆ２位 本部

Ｂ１位協　会

Ａ２位

Ａ１位 ３位中４位 本部

第4審

会場責任者

協　会 本部
本部

協　会 協　会

協　会 Ａ２位 Ｂ２位 本部
協　会 Ｄ１位 ３位中１位 本部

協　会 協　会 本部

ＡＲ ＡＲ 第4審

協　会 協　会 本部

協　会 Ｃ１位 ３位中２位 本部
協　会 Ｅ２位 Ｆ１位 本部

協　会 協　会 本部
協　会 協　会 協　会 本部

協　会 協　会 協　会 本部

福岡フットボールセンターA 福岡フットボールセンターB

協　会


