
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 　９：４０～ vs vs

③ １０：０５～ vs vs

④ １０：３０～ vs vs

⑤ １０：５５～ vs vs

⑥ １１：２０～ vs vs

時　　間

① 　９：１５～ vs vs

② 　９：４０～ vs vs

③ １０：０５～ vs vs

④ １０：３０～ vs vs

⑤ １０：５５～ vs vs

⑥ １１：２０～ vs 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 １３：４５～ vs vs

③ １４：１５～ vs vs

④ １４：４５～ vs vs

⑤ １５：１５～ vs vs

時　　間

① １３：１５～ vs

② １３：４５～ vs

③ １４：１５～ vs

④ １４：４５～ vs

⑤ １５：１５～ vs

綾南JSC vs 善通寺FCジュニア　（M） 丸亀城東（B） F.C.LAZO

シーガルFC.Jr. 善通寺朝比奈FSC（X）

ジョイナスたどつFC(A)

ジョイナスたどつFC(B) シーガルFC.Jr. 宇多津SC vs 善通寺朝比奈FSC（Z）

太田SS少年団 SFC坂出　（A） 飯山FC vs 丸亀城東（A） SFC坂出　（B）

一ノ谷FC 紫雲JFC

ディーオルーチェ高松 三木FC DESAFIO C.F. vs 丸亀FC　（B） FC玉藻 善通寺朝比奈FSC　（T）

N.S.P丸亀エルフ

香西S.S.S.　（S） 国分寺

FCまんのう　（O） 郡家SC

観音寺グローサー 丸亀城南 FCまんのう　（M） vs 丸亀FC　（A）

牟礼FC 高松第一FC　（K）

香西S.S.S.　（A） 高松第一FC　（S）

綾歌SC vs 善通寺FCジュニア （I）

屋島FCジュニア vs

善通寺朝比奈FSC（Z） 丸亀城東（B） シーガルFC.Jr. vs 善通寺朝比奈FSC（X）

ジョイナスたどつFC(B) 丸亀城東（B） 宇多津SC vs 善通寺朝比奈FSC（X）

Ｅコート

ジョイナスたどつFC(B) 善通寺朝比奈FSC（Z） 宇多津SC vs シーガルFC.Jr.

Ｄコート

F.C.LAZO

太田SS少年団 綾南JSC ジョイナスたどつFC(A) vs 善通寺FCジュニア（M） 丸亀城東（A） F.C.LAZO

飯山FC 綾南JSC SFC坂出　（A） vs 善通寺FCジュニア（M） SFC坂出　（B）

Ａコート Ｂコート Ｃコート

飯山FC 太田SS少年団 SFC坂出　（A）

飯山FC ジョイナスたどつＦＣ　（Ａ） 綾南ジュニアサッカークラブ 丸亀城東サッカー少年団　（Ｂ）

善通寺FCジュニア　（M） ジョイナスたどつＦＣ　（Ｂ）

シーガルFC.ジュニア SFC坂出　（B） 丸亀城東サッカー少年団　（Ａ）

vs ジョイナスたどつFC(A) SFC坂出　（B） 丸亀城東（A）

丸亀FC　（B）

丸亀城南 国分寺

F.C.LAZO

善通寺朝比奈FSC　（X） 太田サッカースポーツ少年団 SFC坂出　（A） 宇多津サッカークラブ

善通寺朝比奈FSC　（Z）

三木FC 郡家SC DESAFIO C.F. vs FC玉藻 善通寺朝比奈FSC　（T）

FCまんのう　（M） vs 一ノ谷FC 紫雲JFC

一ノ谷FC 丸亀FC　（A）

丸亀FC　（B）

丸亀FC　（A）

ディーオルーチェ高松 郡家SC DESAFIO C.F. vs 善通寺朝比奈FSC　（T） FC玉藻

ディーオルーチェ高松

Ｄコート Ｅコート Ｆコート

観音寺グローサー 国分寺 FCまんのう　（M） vs 紫雲JFC

香西S.S.S.　（A） 屋島FCジュニア N.S.P丸亀エルフ vs 高松第一FC　（S） FCまんのう　（O）

三木FC

牟礼FC 綾歌SC 善通寺FCジュニア （I） vs 高松第一FC　（K） 香西S.S.S.　（S） 観音寺グローサー

香西S.S.S.　（A） N.S.P丸亀エルフ 屋島FCジュニア vs 高松第一FC　（S） FCまんのう　（O）

Ａコート Ｂコート Ｃコート

牟礼FC 善通寺FCジュニア （I） 綾歌SC vs 高松第一FC　（K） 香西S.S.S.　（S） 丸亀城南

FCまんのう　（M） 紫雲ジュニアフットボールクラブ 一ノ谷FC 丸亀FC　（A）

ＤＥＳＡＦＩＯ　C.F. 善通寺朝比奈FSC　（T） FC玉藻 丸亀FC　（B）

香西S.S.S.　（S） 丸亀城南サッカースポーツ少年団 観音寺グローサーJSS 国分寺サッカースポーツ少年団

FCまんのう　（O） 三木フットボールクラブ ディーオルーチェ高松 郡家サッカースポーツ少年団

（一社）香川県サッカー協会キッズ委員会

牟礼FC 善通寺FCジュニア　（Ｉ） 綾歌少年サッカークラブ 高松第一FC　（K）

香西S.S.S.　（A） N.S.P丸亀エルフ 屋島FCジュニア 高松第一FC　（S）


