
■１次ラウンド：３月４日（土）

⑤ ② ⑤

■決勝トーナメント戦：３月５日（日）　島原市営平成町人工芝A/B

■２位トーナメント戦（フレンドリー戦）：３月５日（日）　国見総合芝生広場

■３位トーナメント戦（フレンドリー戦）：３月５日（日）百花台公園サッカー場人工芝
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■１次ラウンド：３月４日（土）

■決勝トーナメント戦：３月５日（日）

■2位順位トーナメント（フレンドリー戦）：３月５日（日）

■３位順位トーナメント（フレンドリー戦）：３月５日（日）

県連盟
②勝者 県連盟

⑧ １５：２５～１６：１０ ③勝者 ｖｓ ④勝者 協会または県連盟 ③敗者 ④敗者

①敗者 ②勝者 県連盟
⑦ １４：３０～１５：１５ ③敗者 ｖｓ ④敗者 協会または県連盟 ①勝者
⑥ １３：３５～１４：２０ ①勝者 ｖｓ ②勝者 協会または県連盟

県連盟
⑤ １２：４０～１３：２５ ①敗者 ｖｓ ②敗者 協会または県連盟 ③勝者 ④勝者 県連盟

d３位 県連盟
④ １１：４５～１２：３０ ｇ３位 ｖｓ ｈ３位 協会または県連盟 e３位 ｆ３位

a３位 b３位 県連盟
③ １０：５０～１１：３５ e３位 ｖｓ ｆ３位 協会または県連盟 c３位

ｇ３位 ｈ３位 県連盟
② ０９：５５～１０：４０ c３位 ｖｓ d３位 協会または県連盟

① ０９：００～０９：４５ a３位 ｖｓ b３位 協会または県連盟

試合会場 百花台公園サッカー場人工芝 審　　判
会場担当チーム

試合時間 対　　戦 Ｒ ＡＲ ＡＲ 第4審

④敗者 県連盟

競技責任者 会場責任者

①勝者 ②勝者 県連盟
⑧ １５：２５～１６：１０ ③勝者 ｖｓ ④勝者 協会または県連盟 ③敗者
⑦ １４：３０～１５：１５ ③敗者 ｖｓ ④敗者 協会または県連盟

県連盟
⑥ １３：３５～１４：２０ ①勝者 ｖｓ ②勝者 協会または県連盟 ①敗者 ②勝者 県連盟

ｆ２位 県連盟
⑤ １２：４０～１３：２５ ①敗者 ｖｓ ②敗者 協会または県連盟 ③勝者 ④勝者

c２位 d２位 県連盟
④ １１：４５～１２：３０ ｇ２位 ｖｓ ｈ２位 協会または県連盟 e２位

協会または県連盟 a２位 b２位 県連盟
③ １０：５０～１１：３５ e２位 ｖｓ ｆ２位 協会または県連盟

協会または県連盟 ｇ２位 ｈ２位 県連盟
② ０９：５５～１０：４０ c２位 ｖｓ d２位

対　　戦 Ｒ ＡＲ ＡＲ 第4審
① ０９：００～０９：４５ a２位 ｖｓ b２位

県連盟

競技責任者 会場責任者

試合会場 国見総合芝生広場 審　　判
会場担当チーム

試合時間

Ｂ②敗者 県連盟
④ １３：００～１３：５５ Ａ②敗者 ｖｓ Ｂ②敗者 協会 Ａ①敗者 Ｂ①敗者

協会 協会 県連盟
③ １１：５５～１２：５０ Ａ①敗者 ｖｓ Ｂ①敗者 協会 Ａ②敗者

協会 協会 県連盟
② １０：０５～１１：００ ｇ１位 ｖｓ ｈ1位 協会

Ｒ ＡＲ ＡＲ 第4審
① ０９：００～０９：５５ c１位 ｖｓ d1位 協会

競技責任者 会場責任者

試合会場 島原市営平成町人工芝B（海側） 審　　判
会場担当チーム

試合時間 対　　戦

県連盟
⑤ １５：３０～１６：１５ Ａ③勝者 ｖｓ Ａ④勝者 協会 協会 協会 県連盟

協会 県連盟
④ １３：００～１３：５５ Ａ②勝者 ｖｓ Ｂ②勝者 協会 協会 協会

協会 協会 県連盟
③ １１：５５～１２：５０ Ａ①勝者 ｖｓ Ｂ①勝者 協会 協会

協会 協会 県連盟
② １０：０５～１１：００ e１位 ｖｓ f1位 協会
① ０９：００～０９：５５ a１位 ｖｓ b1位 協会

試合会場 島原市営平成町人工芝A（山側） 審　　判
会場担当チーム

試合時間 対　　戦 Ｒ ＡＲ ＡＲ 第4審

小倉南 ヴェルスパ 県連盟

競技責任者 会場責任者

⑥ １５：３０～１６：２５ BUDDY ｖｓ F.Cuore 協会

県連盟
⑤ １４：２５～１５：２０ 小倉南 ｖｓ ヴェルスパ 協会 BUDDY F.Cuore 県連盟

BUDDY 県連盟
④ １３：２０～１４：１５ FCK ｖｓ BUDDY 協会 チェステレラ 小倉南

ヴェルスパ チェステレラ 県連盟
③ １１：４０～１２：３５ チェステレラ ｖｓ 小倉南 協会 FCK

F.Cuore FCK 県連盟
② １０：３５～１１：３０ F.Cuore ｖｓ FCK 協会
① ０９：３０～１０：２５ ヴェルスパ ｖｓ チェステレラ 協会

試合会場 百花台公園サッカー場人工芝 審　　判
会場担当チーム

試合時間 対　　戦 Ｒ ＡＲ ＡＲ 第4審

ヴィテス ブレイズ 県連盟

競技責任者 会場責任者

⑥ １５：３０～１６：２５ ソレイユ2008 ｖｓ 筑後サザン 協会

県連盟
⑤ １４：２５～１５：２０ ヴィテス ｖｓ ブレイズ 協会 ソレイユ2008 筑後サザン 県連盟

ソレイユ2008 県連盟
④ １３：２０～１４：１５ キックス ｖｓ ソレイユ2008 協会 アリーバ ヴィテス

ブレイズ アリーバ 県連盟
③ １１：４０～１２：３５ アリーバ ｖｓ ヴィテス 協会 キックス

筑後サザン キックス 県連盟
② １０：３５～１１：３０ 筑後サザン ｖｓ キックス 協会
① ０９：３０～１０：２５ ブレイズ ｖｓ アリーバ 協会

試合会場 国見総合芝生広場 審　　判
会場担当チーム

試合時間 対　　戦 Ｒ ＡＲ ＡＲ 第4審

佐伯 V・ファーレン 県連盟

競技責任者 会場責任者

⑥ １５：３０～１６：２５ ロアッソ ｖｓ 筑後 協会

県連盟
⑤ １４：２５～１５：２０ 佐伯 ｖｓ V・ファーレン 協会 ロアッソ 筑後 県連盟

ロアッソ 県連盟
④ １３：２０～１４：１５ セントラル ｖｓ ロアッソ 協会 モンスター 佐伯

V・ファーレン モンスター 県連盟
③ １１：４０～１２：３５ モンスター ｖｓ 佐伯 協会 セントラル

筑後 セントラル 県連盟
② １０：３５～１１：３０ 筑後 ｖｓ セントラル 協会
① ０９：３０～１０：２５ V・ファーレン ｖｓ モンスター 協会

試合会場 島原市営平成町人工芝B（海側） 審　　判
会場担当チーム

試合時間 対　　戦 Ｒ ＡＲ ＡＲ 第4審

中津2002 ソレッソ 県連盟

競技責任者 会場責任者

⑥ １５：３０～１６：２５ VALENTIA ｖｓ 川崎 協会

県連盟
⑤ １４：２５～１５：２０ 中津2002 ｖｓ ソレッソ 協会 VALENTIA 川崎 県連盟

VALENTIA 県連盟
④ １３：２０～１４：１５ ヴィクサーレ ｖｓ VALENTIA 協会 カミーリア 中津2002

ソレッソ カミーリア 県連盟
③ １１：４０～１２：３５ カミーリア ｖｓ 中津2002 協会 ヴィクサーレ

川崎 ヴィクサーレ 県連盟
② １０：３５～１１：３０ 川崎 ｖｓ ヴィクサーレ 協会

Ｒ ＡＲ ＡＲ 第4審
① ０９：３０～１０：２５ ソレッソ ｖｓ カミーリア 協会

競技責任者 会場責任者

試合会場 島原市営平成町人工芝A（山側） 審　　判
会場担当チーム

試合時間 対　　戦

２０１６年度　第１１回　九州クラブユース（Ｕ－１３）サッカー大会対戦表


