
試合 キックオフ 時間 試合 キックオフ 時間 試合 キックオフ 時間 26 27 28
9:00 ⿅児島樟南⾼校 vs テゲバジャーロ 60分 9:00 フォルマーレ（U12） vs バッサゾール（U12）A 40分 9:00 FC OKAWA vs ニフス⿅屋 60分 ベリー（U12） 〇 〇 〇

10:10 ⿅屋中央⾼校 B vs リベルタ 60分 10:00 三股（U12） vs ベリー（U12） 40分 10:10 オリエント vs フォルトゥナ 60分 ベリー（U11） 〇 〇 〇

11:20 ⿅屋中央⾼校 A vs テゲバジャーロ 60分 11:00 ﾌｫﾙﾄｩﾅ（U12） vs バッサゾール（U12）A 40分 11:20 FC OKAWA vs 滋賀セゾン 60分 フォルマーレ（U12） 〇 〇 〇

U14 12:30 アミザージ vs フォルトゥナ 60分 12:00 フォルマーレ（U12） vs 三股（U12） 40分 12:30 アルバランシア vs SSアドバンス A 60分 フォルマーレ（U11） 〇 〇 〇

U14 13:40 滋賀セゾン vs リベルタ 60分 13:00 ﾌｫﾙﾄｩﾅ（U12） vs ベリー（U12） 40分 13:40 ⼤阪セゾン vs リベルタ 60分 〇

14:50 ⿅児島樟南⾼校 vs アンテロープ 60分 14:00 ﾌｫﾙﾄｩﾅ（U12） vs 三股（U12） 40分 14:50 フォルマーレ vs SSアドバンス B 60分 ﾌｫﾙﾄｩﾅ（U12） 〇 〇

U14 16:00 ⼤阪セゾン vs フォルトゥナ 60分 15:00 バッサゾール（U12）A vs ベリー（U12） 40分 16:00 フォルトゥナ vs リベルタ 60分 三股（U12） 〇 〇

17:10 vs 60分 16:00 フォルマーレ（U12） vs ﾌｫﾙﾄｩﾅ（U12） 40分 17:10 vs 60分 三股（U10） 〇 〇

バッサゾール（U12）A 〇

バッサゾール（U12）B 〇

〇

〇

試合 キックオフ 時間 試合 キックオフ 時間 試合 キックオフ 時間 〇

9:00 聖和学園⾼校 vs ⿅屋中央⾼校 A 60分 9:00 ベリー（U11） vs 三股（U10） 40分 9:00 SSアドバンス  A vs アンテロープ 60分 〇

10:10 聖和学園⾼校 vs アルバランシア 60分 10:00 バッサゾール（U12）B vs フォルマーレ（U11） 40分 10:10 SSアドバンス  B vs アミザージ 60分 〇

U14 11:20 滋賀セゾン vs オリエント 60分 11:00 ベリー（U11） vs ﾌｫﾙﾄｩﾅ（U11） 40分 11:20 ⼤阪セゾン vs ソルティエーラ 60分
12:30 ⿅児島樟南⾼校 vs ⿅屋中央⾼校 B 60分 12:00 フォルマーレ（U11） vs 三股（U10） 40分 12:30 アンテロープ vs フォルトゥナ 60分
13:40 聖和学園⾼校 vs テゲバジャーロ 60分 13:00 ﾌｫﾙﾄｩﾅ（U11） vs バッサゾール（U12）B 40分 13:40 オリエント vs 滋賀セゾン 60分
14:50 聖和学園⾼校 vs FC OKAWA 60分 14:00 ベリー（U11） vs 三股（U10） 40分 14:50 アルバランシア vs ニフス⿅屋 60分

U14 16:00 アミザージ vs オリエント 60分 15:00 フォルマーレ（U11） vs ﾌｫﾙﾄｩﾅ（U11） 40分 16:00 アミザージ vs 滋賀セゾン 60分
17:10 vs 60分 16:00 三股（U10） vs バッサゾール（U12）B 40分 17:10 vs 60分

試合 キックオフ 時間
9:00 フォルマーレ vs ソルティエーラ 60分
10:10 vs 60分
11:20 KITAKIRISHIMA vs フォルマーレ 60分
12:30 アミザージ vs ニフス⿅屋 60分
13:40 KITAKIRISHIMA vs ソルティエーラ 60分
14:50 vs 60分
16:00 オリエント vs KITAKIRISHIMA 60分
17:10 vs 60分

★志布志ふれあいグランド・陸上競技場・⼈⼯芝サッカー場　　　　　      ★志布志ふれあいグランド・陸上競技場・⼈⼯芝サッカー場　　　　　      ★しおかぜ公園グランド
   志布志市志布志町安楽190-46　    志布志市志布志町安楽190-46　  志布志市志布志町安楽2961     

3⽉27⽇(⼟)
陸上競技場 (天然芝) ふれあいグランド（天然芝）A しおかぜ公園グランド　A

対戦カード 対戦カード 対戦カード

しおかぜ公園グランド　C

対戦カード

志布志運動公園 ⼈⼯芝サッカー場 ふれあいグランド（天然芝）B しおかぜ公園グランド　B

対戦カード 対戦カード 対戦カード


