
開　　門 　8:00 ～

受　　付 　8:30 ～

代表者会 　8:45 ～

試合開始 　9:00 ～

閉 会 式 　　-

時　　間

① 　９：００～ vs

② 　９：３０～ vs

③ １０：００～ vs

④ １０：３０～ vs

⑤ １１：００～ vs

⑥ １１：３０～ vs

時　　間

① 　９：００～ vs

② 　９：３０～ vs

③ １０：００～ vs

④ １０：３０～ vs

⑤ １１：００～ vs

⑥ １１：３０～ vs

受　　付 　12:30 ～

代表者会 　12:45 ～

試合開始 　13:00 ～

閉 会 式 　　-

時　　間

① １３：００～ vs

② １３：３０～ vs

③ １４：００～ vs

④ １４：３０～ vs

⑤ １５：００～ vs

⑥ １５：３０～ vs

時　　間

① １３：００～ vs

② １３：３０～ vs

③ １４：００～ vs

④ １４：３０～ vs

⑤ １５：００～ vs

⑥ １５：３０～ vs

Ｃコート Dコート

こやま（B）

vs

vs

vs

vs

vs

vs

こやま（B） 香西

香川町（C）

善通寺朝比奈FSC

城乾

高松第一

紫雲

多肥

vs

F.C.コーマラントジュニアEsse Cubic 綾歌少年サッカークラブ

郡家サッカースポーツ少年団

附属高松FC

vs

vs

ジョイナスたどつＦＣ 宇多津サッカークラブ

N.S.P丸亀エルフ

Ａコート

vs

Ｂコート
国分寺

綾歌

vs

国分寺サッカースポーツ少年団

vs

vs

vs

善通寺東部サッカークラブ

Cコート Dコート

綾歌

Esse善通寺東部

高松中央

香川町フットボールクラブ（C）

ＦＣまんのう 城乾サッカースポーツ少年団

香川町フットボールクラブ（M）

FC ANIMO

高松中央フットボールクラブ

SUNRISE

綾南ジュニアサッカークラブ 丸亀城東サッカー少年団

こやまFC（R）

高松第一フットボールクラブ

こやまFC（A） こやまFC（B）

（一社）香川県サッカー協会キッズ委員会

Ａコート Ｂコート

多肥サッカースポーツ少年団 紫雲ジュニアフットボールクラブ

USS高松

香西S.S.S. ELFキッズ女子

ＳＦＣ坂出

飯山ＦＣ 丸亀城南サッカースポーツ少年団

まんのう

こやま（R）

城乾

高松第一

紫雲 こやま（A）

多肥 飯山

まんのう こやま（A）

こやま（R） 飯山

高松第一 飯山

丸亀城南 vsUSS高松 坂出

ELFキッズ 香西

丸亀城南 坂出

香川町（C） 坂出vs

vs

香川町（C）

こやま（B）

香西

香川町（M） ELFキッズ

香川町（M）

丸亀城南 USS高松

ELFキッズ

USS高松

vs

香川町（M）

綾南 N.S.P丸亀 コーマラント 高松中央

善通寺東部 綾歌

ANIMO 宇多津

ジョイナス 朝比奈 附属高松 vs

ジョイナス 附属高松 vs

綾南 高松中央 コーマラント N.S.P丸亀

国分寺

朝比奈 附属高松 ジョイナス 丸亀城東

宇多津 SUNRISE ANIMO 郡家

朝比奈 丸亀城東

SUNRISE 郡家

丸亀城東

Esse vs 国分寺

N.S.P丸亀 vs

ANIMO SUNRISE 宇多津 vs 郡家

こやま（A）

こやま（R） 多肥

綾南 コーマラント

善通寺東部 Esse

vs

ブロック割及びタイムテーブル（瀬戸大橋記念公園）

まんのう 紫雲 城乾



開　　門 　8:45 ～

受　　付 　9:00 ～

代表者会 　9:15 ～

試合開始 　9:30 ～

閉 会 式 　　-

時　　間

① 　９：３０～ vs vs

② １０：００～ vs vs

③ １０：３０～ vs vs

④ １１：００～ vs vs

⑤ １１：３０～ vs vs

⑥ １２：００～ vs vs

⑦ １２：３０～ vs vs

⑧ １３：００～ vs vs

⑨ １３：３０～ vs vs

※スタンドは選手・指導者の待機場所に限定します。

（一社）香川県サッカー協会キッズ委員会

善通寺FCジュニア（I） FCディアモジュニア FC玉藻 志度サッカークラブジュニア

善通寺FCジュニア（K） ディーオルーチェ高松

ブロック割及びタイムテーブル（東部運動公園）

太田サッカースポーツ少年団 屋島FCジュニア エスポワールJｒ．

牟礼FC（A）

東かがわFC

BOLAMIGO FC Ｔritt三豊サッカースポーツ少年団

Ｃコート Ｂコート Ａコート

東かがわ

キッズフィールド高松

牟礼FC（B） 仏生山サッカースポーツ少年団（T）

丸亀ＦＣ

ディーオルーチェ 牟礼（B） vs 仏生山（M） 志度

仏生山サッカースポーツ少年団（M）

牟礼（A） vs FC玉藻 屋島FC

エスポ

善通寺FC（I） ディアモ

丸亀FC 太田 キッズ vs 仏生山（T） BOLAMIGO

善通寺FC（K）

ディアモ 屋島FC 牟礼（A） vs 善通寺FC（I） FC玉藻

志度 牟礼（B） vs 善通寺FC（K） 仏生山（M）

三豊

東かがわ

ディーオルーチェ

エスポ

太田 BOLAMIGO キッズ vs 丸亀FC 屋島FC 三豊

ディーオルーチェ

仏生山（T） 牟礼（A）

善通寺FC（K） 仏生山（M） 東かがわ vs エスポ 志度 牟礼（B）

善通寺FC（I）

キッズ丸亀FC 仏生山（T） 太田 vs 三豊 BOLAMIGO

ピッチ側

Cコート Bコート Aコート

屋島FC BOLAMIGO エスポディアモ 太田 牟礼

丸亀ＦＣ ディーオルーチェ

スタンド　西側

志度

スタンド　東側

キッズ

※試合が終了したチームは速やかに解散してください。

東かがわ 三豊

FC玉藻 ディアモ vs

玉藻

仏生山善通寺FC


