
試　合　会　場
1 香西S.S.S. 1 香西S.S.S.

2 牟礼ＦＣ 2 牟礼ＦＣ

3 ＦＣディアモジュニア 3 ＦＣディアモジュニア

4 長尾ジュニアサッカークラブ 4 大川ジュニアフットボールクラブ

5 屋島ＦＣジュニア 5 志度サッカークラブ・ジュニア

6 香川町サッカースポーツ少年団 6 長尾ジュニアサッカークラブ

7 屋島ＦＣジュニア

1 附属高松ＦＣ 1 附属高松ＦＣ

2 屋島サッカースポーツ少年団 2 屋島サッカースポーツ少年団

3 高松第一ＦＣ 3 高松第一ＦＣ

4 紫雲ＪＦＣ 4 紫雲ＪＦＣ

5 太田サッカースポーツ少年団 5 キッズフィールド

6 キッズフィールド 6 津田ジュニアサッカークラブ

7 東かがわフットボールクラブ

1 シーガルＦＣ．Ｊｒ 1 シーガルＦＣ．Ｊｒ

2 こやまロッソ 2 こやまロッソ

3 こやまアズーリ 3 こやまアズーリ

4 F.C.LAZO 4 F.C.LAZO

5 香東川サッカークラブ 5 三木ＦＣ

6 国分寺サッカースポーツ少年団 6 香東川サッカークラブ

7 Ninos 7 国分寺サッカースポーツ少年団

8 仏生山サッカースポーツ少年団

Ｕ－９Ｕ－８

屋島グラウンド
（東部下水処理）

東部運動公園

小山グラウンド

試合形式 ８人制の試合を各チーム3試合行う（勝敗は発表しない）

試合時間 24分（12分 - 5分 -12分）

用具他 ・ピッチサイズ 50m×35m
・ゴール 小ゴール

・ボール 4号球（各チームで用意）
・ユニフォーム ビブスでも可

審 判 相互審判（前半：対戦表の左側 後半：対戦表の右側）

その他 各チームでベストキッズ賞を1名選出する
1チーム必ず引率責任者をおくこと

※ ライン引き等会場準備は、会場責任者側で行いますが、最終試合の両チームは

片付けを会場責任者の指示のもと、ご協力ください。

各会場責任者は、赤太字のチームとなります。



東部運動公園

【Ｕ－８】

　９：００～　９：３０ 第１試合 香西S.S.S. ｖｓ 牟礼ＦＣ

　９：４０～１０：１０ 第２試合 ＦＣディアモジュニア ｖｓ 長尾ジュニアサッカークラブ

１０：２０～１０：５０ 第３試合 屋島ＦＣジュニア ｖｓ 香川町サッカースポーツ少年団

１１：００～１１：３０ 第４試合 香西S.S.S. ｖｓ ＦＣディアモジュニア

１１：４０～１２：１０ 第５試合 牟礼ＦＣ ｖｓ 屋島ＦＣジュニア

１２：４０～１３：１０ 第６試合 長尾ジュニアサッカークラブ ｖｓ 香川町サッカースポーツ少年団

１３：２０～１３：５０ 第７試合 牟礼ＦＣ ｖｓ ＦＣディアモジュニア

１４：００～１４：３０ 第８試合 香川町サッカースポーツ少年団 ｖｓ 香西S.S.S.

１４：４０～１５：１０ 第９試合 長尾ジュニアサッカークラブ ｖｓ 屋島ＦＣジュニア

【Ｕ－９】

　９：００～　９：３０ 第１試合 香西S.S.S. ｖｓ 志度サッカークラブ・ジュニア

　９：４０～１０：１０ 第２試合 ＦＣディアモジュニア ｖｓ 大川ジュニアフットボールクラブ

１０：２０～１０：５０ 第３試合 牟礼ＦＣ ｖｓ 長尾ジュニアサッカークラブ

１１：００～１１：３０ 第４試合 屋島ＦＣジュニア ｖｓ 香西S.S.S.

１１：４０～１２：１０ 第５試合 志度サッカークラブ・ジュニア ｖｓ ＦＣディアモジュニア

１２：２０～１２：５０ 第６試合 大川ジュニアフットボールクラブ ｖｓ 牟礼ＦＣ

１３：００～１３：３０ 第７試合 屋島ＦＣジュニア ｖｓ 長尾ジュニアサッカークラブ

１３：４０～１４：１０ 第８試合 香西S.S.S. ｖｓ ＦＣディアモジュニア

１４：２０～１４：５０ 第９試合 志度サッカークラブ・ジュニア ｖｓ 大川ジュニアフットボールクラブ

１５：００～１５：３０ 第10試合 牟礼ＦＣ ｖｓ 屋島ＦＣジュニア

１５：４０～１６：１０ 第11試合 長尾ジュニアサッカークラブ ｖｓ ＦＣディアモジュニア

網掛けは4試合目のチーム

対　戦

対　戦



屋島グラウンド

【Ｕ－８】

　９：００～　９：３０ 第１試合 附属高松ＦＣ ｖｓ 屋島サッカースポーツ少年団

　９：４０～１０：１０ 第２試合 高松第一ＦＣ ｖｓ 紫雲ＪＦＣ

１０：２０～１０：５０ 第３試合 太田サッカースポーツ少年団 ｖｓ キッズフィールド

１１：００～１１：３０ 第４試合 附属高松ＦＣ ｖｓ 高松第一ＦＣ

１１：４０～１２：１０ 第５試合 屋島サッカースポーツ少年団 ｖｓ 太田サッカースポーツ少年団

１２：４０～１３：１０ 第６試合 紫雲ＪＦＣ ｖｓ キッズフィールド

１３：２０～１３：５０ 第７試合 屋島サッカースポーツ少年団 ｖｓ 高松第一ＦＣ

１４：００～１４：３０ 第８試合 キッズフィールド ｖｓ 附属高松ＦＣ

１４：４０～１５：１０ 第９試合 紫雲ＪＦＣ ｖｓ 太田サッカースポーツ少年団

【Ｕ－９】

　９：００～　９：３０ 第１試合 附属高松ＦＣ ｖｓ キッズフィールド

　９：４０～１０：１０ 第２試合 津田ジュニアサッカークラブ ｖｓ 紫雲ＪＦＣ

１０：２０～１０：５０ 第３試合 屋島サッカースポーツ少年団 ｖｓ 高松第一ＦＣ

１１：００～１１：３０ 第４試合 東かがわフットボールクラブ ｖｓ 附属高松ＦＣ

１１：４０～１２：１０ 第５試合 キッズフィールド ｖｓ 津田ジュニアサッカークラブ

１２：２０～１２：５０ 第６試合 紫雲ＪＦＣ ｖｓ 屋島サッカースポーツ少年団

１３：００～１３：３０ 第７試合 東かがわフットボールクラブ ｖｓ 高松第一ＦＣ

１３：４０～１４：１０ 第８試合 附属高松ＦＣ ｖｓ 津田ジュニアサッカークラブ

１４：２０～１４：５０ 第９試合 キッズフィールド ｖｓ 紫雲ＪＦＣ

１５：００～１５：３０ 第10試合 屋島サッカースポーツ少年団 ｖｓ 東かがわフットボールクラブ

１５：４０～１６：１０ 第11試合 高松第一ＦＣ ｖｓ キッズフィールド

網掛けは4試合目のチーム

対　戦

対　戦



小山グラウンド

【Ｕ－８】 ※北側グラウンド利用

　９：００～　９：３０ 第１試合 シーガルＦＣ．Ｊｒ ｖｓ こやまロッソ

　９：４０～１０：１０ 第２試合 国分寺サッカースポーツ少年団 ｖｓ F.C.LAZO

１０：２０～１０：５０ 第３試合 香東川サッカークラブ ｖｓ こやまアズーリ

１１：００～１１：３０ 第４試合 Ninos ｖｓ シーガルＦＣ．Ｊｒ

１１：４０～１２：１０ 第５試合 こやまロッソ ｖｓ 国分寺サッカースポーツ少年団

１２：２０～１２：５０ 第６試合 F.C.LAZO ｖｓ 香東川サッカークラブ

１３：００～１３：３０ 第７試合 Ninos ｖｓ こやまアズーリ

１３：４０～１４：１０ 第８試合 シーガルＦＣ．Ｊｒ ｖｓ 国分寺サッカースポーツ少年団

１４：２０～１４：５０ 第９試合 こやまロッソ ｖｓ F.C.LAZO

１５：００～１５：３０ 第10試合 香東川サッカークラブ ｖｓ Ninos

１５：４０～１６：１０ 第11試合 こやまアズーリ ｖｓ シーガルＦＣ．Ｊｒ

網掛けは4試合目のチーム

【Ｕ－９】 ※南側グラウンド利用

　９：００～　９：３０ 第１試合 こやまアズーリ ｖｓ F.C.LAZO

　９：４０～１０：１０ 第２試合 シーガルＦＣ．Ｊｒ ｖｓ 仏生山サッカースポーツ少年団

１０：２０～１０：５０ 第３試合 三木ＦＣ ｖｓ 香東川サッカークラブ

１１：００～１１：３０ 第４試合 こやまアズーリ ｖｓ シーガルＦＣ．Ｊｒ

１１：４０～１２：１０ 第５試合 F.C.LAZO ｖｓ 仏生山サッカースポーツ少年団

１２：２０～１２：５０ 第６試合 国分寺サッカースポーツ少年団 ｖｓ こやまロッソ

１３：００～１３：３０ 第７試合 三木ＦＣ ｖｓ こやまアズーリ

１３：４０～１４：１０ 第８試合 香東川サッカークラブ ｖｓ F.C.LAZO

１４：２０～１４：５０ 第９試合 国分寺サッカースポーツ少年団 ｖｓ シーガルＦＣ．Ｊｒ

１５：００～１５：３０ 第10試合 こやまロッソ ｖｓ 仏生山サッカースポーツ少年団

１５：４０～１６：１０ 第11試合 三木ＦＣ ｖｓ 国分寺サッカースポーツ少年団

１６：２０～１６：５０ 第12試合 香東川サッカークラブ ｖｓ こやまロッソ

対　戦

対　戦
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