
JFAキッズ(U-9)サッカーフェスティバル2011香川inかがわスポレク祭(2011.9.24)

ブロック割及びタイムテーブル
開　　門 　８：００～

受　　付 　８：４０～

開会式 　９：００～

試合開始 　９：１５～

閉会式 なし（流れ解散）

時　　間

① 　９：１５～ vs vs

② 　９：５０～ vs vs

③ １０：２５～ vs vs

④ １１：００～ vs vs

⑤ １１：３５～ vs vs

時　　間

① 　９：１５～ vs vs

② 　９：５０～ vs vs

③ １０：２５～ vs vs

④ １１：００～ vs vs

⑤ １１：３５～ vs vs

時　　間

① 　９：１５～ vs

② 　９：５０～ vs

③ １０：２５～ vs

受　　付 １２：４０～

開会式 １３：００～

試合開始 １３：１５～

閉会式 なし（流れ解散）

時　　間

① １３：１５～ vs vs

② １３：５０～ vs vs

③ １４：２５～ vs vs

④ １５：００～ vs vs

⑤ １５：３５～ vs vs

時　　間

① １３：１５～ vs vs

② １３：５０～ vs vs

③ １４：２５～ vs vs

④ １５：００～ vs vs

⑤ １５：３５～ vs vs

綾歌少年サッカークラブ　（Ｙ）

大川ジュニアフットボールクラブ

郡家サッカースポーツ少年団　（ブルー）

郡家サッカースポーツ少年団　（ホワイト）

多肥サッカースポーツ少年団　（Ａ）

屋島ＦＣジュニア　（Ｂ） Ｅｓｓｅ ブルー

屋島ＦＣジュニア　（Ａ）

観音寺グローサー　（ペーナ）

vs

附属高松フットボールクラブ 丸亀城東サッカー少年団　（3）

十河サッカースポーツ少年団 丸亀城東サッカー少年団　（2）

丸亀ＦＣ　（Ｂ） Ｅｓｓｅ ホワイト

高松中央 FC

仏生山ＳＳ少年団

綾南ＪＦＣ　（Ａ）

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

Ｄコート Ｅコート

高松中央 FC

Ｅｓｓｅ ホワイト

太田サッカースポーツ少年団　（Ａ）

大川ＪＦＣ 牟礼ＦＣ　キッズ

香西SS少年団 Ｅｓｓｅ パープル

Ｅｓｓｅ パープル

FCディアモＪｒ アニモ

大野原ＦＣ

多肥SS少年団　（Ａ） 郡家ＳＳ少年団　（W）

Ｄコート Ｅコート Ｅコート

エスポワールＪｒ 太田SS少年団　（Ｂ）

郡家SS少年団　（B） 宇多津サッカークラブ

Ａコート Ｂコート Ｃコート

牟礼ＦＣ　キッズ

FCディアモＪｒ ビエン

飯山FC　（Ａ）

DESAFIO B エスポワールＪｒ

太田サッカースポーツ少年団　（Ｂ）

Ｅｓｓｅ パープル

（社）香川県サッカー協会キッズ委員会

Ａコート Ｂコート Ｃコート

綾南ＪＦＣ　（Ａ） Ｎ・Ｓ・Ｐ丸亀エルフ　（3）

綾南ＪＦＣ　（Ｂ）

丸亀ＦＣ　（Ａ） 長尾ＪＳＣ

志度サッカークラブ Ｎ・Ｓ・Ｐ丸亀エルフ　（2）

香東川サッカークラブ　（Ａ） オリーブ　ｓｕｐｅｒ　キッズ

三木フットボールクラブ

ＳＦＣ坂出　（Ｂ） ジョイナスたどつＦＣ

高松中央フットボールクラブ

観音寺グローサー　（アーザ）

ＳＦＣ坂出　（Ａ） 観音寺グローサー　（ファイター）

オリーブ　ｐｏｗｅｒｆｕｌキッズ

仏生山サッカースポーツ少年団 国分寺サッカースポーツ少年団

香川町サッカースポーツ少年団 チーム　リアル・マドリー

木太サッカー少年団香東川サッカークラブ　（Ｂ） 東かがわフットボールクラブ

丸亀城南サッカースポーツ少年団 柞田サッカースポーツ少年団

紫雲ＪＦＣ チーム　マルセロナ

飯山FC　（Ｂ） 牟礼ＦＣ　アルコ

綾南ＪＦＣ　（Ａ）

香東川ＳＣ　（Ａ）

津田ＪＦＣ

Ｆコート

香東川ＳＣ　（Ａ）

津田ＪＦＣ 仏生山ＳＳ少年団

香東川ＳＣ　（Ｂ） 紫雲ＪＦＣ

綾南ＪＦＣ　（Ｂ） 香川町ＳＳ少年団

丸亀ＦＣ　（Ａ） 香東川ＳＣ　（Ｂ）

綾南ＪＦＣ　（Ｂ） 紫雲ＪＦＣ

丸亀ＦＣ　（Ａ）

木太ＳＳ 志度ＳＣ

ＳＦＣ坂出　（Ａ） 丸亀城南ＳＳ少年団

志度ＳＣ 丸亀城南ＳＳ少年団

ＳＦＣ坂出　（Ａ） 東かがわｻｯｶｰｽｸｰﾙ

観音寺Ｇ　（アーザ） ＳＦＣ坂出　（Ｂ）

オリーブ　super　キッズ N・S・P丸亀エルフ　（3）

国分寺SS少年団

ＳＦＣ坂出　（Ｂ） 十河ＳＳ少年団

附属高松ＦＣ 長尾ＪＳＣ 東かがわＦＣ

土庄美島ＳＣ 屋島ＳＳ少年団

東かがわｻｯｶｰｽｸｰﾙ香川町ＳＳ少年団 木太ＳＳ

丸亀城東　（3）

vs

vs

柞田ＳＳ少年団 ジョイナスたどつＦＣ 三木FC オリーブ　super　キッズ

ジョイナスたどつＦＣ 屋島ＳＳ少年団

土庄美島ＳＣ

vs

vs

柞田ＳＳ少年団 東かがわＦＣvs

飯山FC　（A） FCディアモＪｒ ビエン

国分寺SS少年団 N・S・P丸亀エルフ　（3）

三木FC 丸亀城東　（3）

附属高松ＦＣ 十河ＳＳ少年団

観音寺Ｇ　（アーザ） 長尾ＪＳＣ

宇多津SC 多肥SS少年団　（Ａ）

屋島ＦＣジュニア　（Ａ） 綾歌少年SC　（Ｙ）

Ｅｓｓｅ ホワイト 大野原ＦＣ 飯山FC　（B） 高松第一FC 観音寺G　（ペーナ） 丸亀ＦＣ　（B）

FCディアモＪｒ ビエン 飯山FC　（B）

太田ＳＳ少年団　（Ａ） 大川ＪＦＣvs

牟礼ＦＣ　アルコ

高松第一フットボールクラブ

中央イレブン

屋島ＦＣジュニア　（B）

観音寺G　（ペーナ） 綾歌少年SC　（Ｙ）

DESAFIO B 大野原ＦＣ FCディアモＪｒ アニモ 高松第一FC

郡家SS少年団　（B） 綾歌少年SC　（Ｗ） 太田ＳＳ少年団　（Ａ） 多肥ＳＳ少年団　（Ｂ）vs

中央イレブン

牟礼ＦＣ　キッズ 城北SS少年団 太田SS少年団　（Ｂ）

Ｅｓｓｅ ブルー 丸亀ＦＣ　（B）

牟礼ＦＣ　アルコ エスポワールＪｒ

宇多津サッカークラブ 多肥サッカースポーツ少年団　（Ｂ） 城北サッカースポーツ少年団

津田ジュニアサッカークラブ 東かがわサッカースクール 屋島サッカースポーツ少年団 土庄美島サッカークラブ

香西サッカースポーツ少年団 綾歌少年サッカークラブ　（Ｗ）

Ｇコート Ｈコート

丸亀城東　（2） 観音寺G　（ファイター） N・S・P丸亀エルフ　（2） vs オリーブ　powerful キッズ

オリーブ　powerful キッズ vs チーム　マルセロナ

丸亀城東　（2） チーム　リアル・マドリー N・S・P丸亀エルフ　（2） vs チーム　マルセロナ

観音寺G　（ファイター） チーム　リアル・マドリー

FCディアモＪｒ アニモ vs 香西SS少年団 Ｅｓｓｅ ブルー 屋島ＦＣジュニア　（Ａ）

屋島ＦＣジュニア　（B） 綾歌少年SC　（Ｗ） 郡家ＳＳ少年団　（W） vs 多肥ＳＳ少年団　（Ｂ） 城北SS少年団 中央イレブン

DESAFIO B 飯山FC　（A）




