
１５：００～30 Ｃ セントラル ヴェントノーバ 協会 テゲバジャーロ volaest 太陽宮崎

１５：００～

０９：００～

28 Ｃ

26 Ｃ

25 Ｂ

23 Ｂ

21 Ｂ

20 Ａ

18 Ａ

16 Ａ

ヴェントノーバ 太陽宮崎 協会 volaest セントラル テゲバジャーロ

29 Ｃ テゲバジャーロ volaest 協会 ヴェントノーバ 太陽宮崎 セントラル
１２：００～
１３：３０～

太陽宮崎 テゲバジャーロ 協会 セントラル ヴェントノーバ volaest
27 Ｃ volaest セントラル 協会 太陽宮崎 テゲバジャーロ ヴェントノーバ

０９：００～
１０：３０～

インセブル セレソン 協会 プログレッソ フォルトゥナ 児湯

マッチナンバー kick off ピッチ 対           戦 R AR 本部

１５：００～

セレソン 児湯 協会 フォルトゥナ インセブル プログレッソ

24 Ｂ プログレッソ フォルトゥナ 協会 セレソン 児湯 インセブル
１２：００～
１３：３０～

児湯 プログレッソ 協会 インセブル セレソン フォルトゥナ

22 Ｂ フォルトゥナ インセブル 協会 児湯 プログレッソ セレソン
０９：００～
１０：３０～

旭 ヴィラル 協会 アリーバ アベンソアール kitakirisima

マッチナンバー kick off ピッチ 対           戦 R AR 本部

１５：００～

ヴィラル kitakirisima 協会 アベンソアール 旭 アリーバ
19 Ａ アリーバ アベンソアール 協会 kitakirisima ヴィラル 旭

１２：００～
１３：３０～

kitakirisima アリーバ 協会 旭 ヴィラル アベンソアール

17 Ａ アベンソアール 旭 協会 kitakirisima アリーバ ヴィラル１０：３０～

Ｃピッチ 通り浜グランド 設営 セントラル
マッチナンバー kick off ピッチ 対           戦 R AR 本部

Ａピッチ 川南陸上競技場 設営 旭
2017年12月2４日（日） Ｂピッチ 大久保グランド 設営 インセブル

テゲバジャーロ

決勝トーナメント

Ａ Ｂ

Ｃ

ヴィラル 旭スポーツ

アベンソアール kitakirisima

セレソン

アリーバ プログレッソ

１５：００～

０９：００～
１０：３０～
１２：００～
１３：３０～

13

０９：００～
１０：３０～
１２：００～
１３：３０～
１５：００～

０９：００～
インセブル

Ｃ セントラル テゲバジャーロ

15 Ｃ

インセブル

フォルトゥナ 児湯

ヴェントノーバ セントラル

volaest 太陽宮崎

テゲバジャーロ

協会 ヴェントノーバ volaest テゲバジャーロ

14 Ｃ
太陽宮崎 セントラル

協会 セントラル

本部

太陽宮崎ヴェントノーバ volaest

6 Ｂ プログレッソ セレソン 協会 児湯 インセブル フォルトゥナ

volaest 太陽宮崎 協会 テゲバジャーロ ヴェントノーバ セントラル
協会 volaest 太陽宮崎 ヴェントノーバ

12 Ｃ

2 Ａ アベンソアール
kitakirisima 旭

本部

kitakirisima

アベンソアール アリーバ5 Ａ kitakirisima 旭 協会 ヴィラル
kitakirisima

Ａ 旭 アリーバ 協会 アベンソアール kitakirisima ヴィラル3

Ｂピッチ 大久保グランド 設営 児湯
Ｃピッチ 通り浜グランド 設営 太陽宮崎

アベンソアール

九州クラブユースサッカーＵ－１４大会　宮崎県予選　組み合わせ

Ａピッチ 川南陸上競技場 設営 kitakirisima

予選リーグ 日時：１２月２３日（土）・２４日（日）

日時：１２月２６日（火）・２７日（水）

協会 アリーバ ヴィラル 旭

AR
1 Ａ アリーバ ヴィラル 協会

マッチナンバー kick off ピッチ 対           戦 R

2017年12月23日（土）

4

kick off 対           戦 AR

7 Ｂ フォルトゥナ 児湯 協会 プログレッソ セレソン

Ａ ヴィラル アベンソアール 協会 旭 アリーバ

マッチナンバー ピッチ R

１０：３０～
8 Ｂ インセブル プログレッソ 協会 フォルトゥナ 児湯 セレソン
9 Ｂ セレソン フォルトゥナ 協会 インセブル プログレッソ 児湯

１２：００～
１３：３０～

11 Ｃ テゲバジャーロ ヴェントノーバ 協会 太陽宮崎 セントラル volaest

10 Ｂ 児湯 インセブル 協会 セレソン フォルトゥナ プログレッソ

マッチナンバー kick off ピッチ 対           戦 R AR 本部


