
JFAキッズU-8)サッカーフェスティバル2012香川in生島サッカーグラウンド

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 　９：２０～

閉会式 なし（流れ解散）

時　　間

① 　９：２０～ vs vs

② 　９：５５～ vs vs

③ １０：３０～ vs vs

④ １１：０５～ vs vs

⑤ １１：４０～ vs vs

時　　間

① 　９：２０～ vs vs

② 　９：５５～ vs vs

③ １０：３０～ vs vs

④ １１：０５～ vs vs

⑤ １１：４０～ vs vs

受　　付 １２：４０～

開会式 １３：００～

試合開始 １３：２０～

閉会式 なし（流れ解散）

時　　間

① １３：２０～ vs

② １３：５５～ vs

③ １４：３０～ vs

④ １５：０５～ vs

⑤ １５：４０～ vs

時　　間

① １３：２０～ vs

② １３：５５～ vs

③ １４：３０～ vs

④ １５：０５～ vs

⑤ １５：４０～ vs
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（一社）香川県サッカー協会キッズ委員会
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会 場 案 内 図

Fコート親子

Dコート Eコート

駐車場は北側(G)臨時駐車場開放します

御利用して下さい


