
   

  

 A  B C D

 

 

E F G H

 

e4

F.Cuore

d5 d1 d6 d2 e5 e1

c4 アムソウルソレイユKEN

g4

g6

鹿児島ユナイテッド

g2

d3 PLEASURE d4 太陽宮崎 e3テゲバジャーロ

KSC

Verslien

h6 h2

h4

F.Cuore PLEASURE チェステレラ

TINO児湯 ユナイテッド日置

出水セントラルソレイユSHIN

チェステレラ鹿児島

鹿児島情報高校

筑後FC長崎レインボー ARARA

カルチャトーレ

JUVENTUDE

モンスター霧島

アミーゴス鹿児島

アラーラ鹿児島

e6 e2

c3

c5 c1 c6 c2

筑後 鹿児島情報出水セントラル 長崎レインボー JUVENTUDE KEN TINO チェステレラ

レインボー 児湯 F.Cuore

アムソウル PLEASURE 児湯

KSC 出水セントラル

テゲバジャーロ

ARARA 筑後 U日置

テゲバジャーロ モンスター 筑後

児湯

d  吹上浜海浜公園B(天然芝) 主審

鹿児島情報 ARARA モンスター

ユナイテッド日置 テゲバジャーロ 鹿児島情報

太陽宮崎

TINO

モンスター ユナイテッド日置 ARARA

F.Cuore

５．１３：５５～１５：００ ソレイユKEN アミーゴス

KSC アムソウル 長崎レインボー アラーラ 太陽宮崎 TINO４．１２：４５～１３：５０ 鹿児島ユナイテッド

PLEASURE

３．１１：３５～１２：４０ アラーラ ソレイユKEN

SHIN JUVENTUDE アムソウル アミーゴス チェステレラ 太陽宮崎２．１０：２５～１１：３０ 　カルチャトーレ 鹿児島ユナイテッド Verslien

アミーゴス アラーラ JUVENTUDE

主審 c  吹上浜海浜公園A(天然芝) 主審 d  吹上浜海浜公園B(天然芝) 主審

１．　９：１５～１０：２０

平成３０年３月３１日(土曜日）     

時　間 g 知覧平和公園サッカー場 主審 h 南九州市諏訪運動公園

Verslien カルチャトーレ 出水セントラル ソレイユSHIN

６．１５：０５～１６：１０ Verslien カルチャトーレ　 鹿児島U ソレイユSHIN KSC

九　州　ス　ー　パ　ー　リ　ー　グ　in　南　さ　つ　ま　２０１８



３．１１：３５～１２：４０

４．１２：４５～１３：５０

５．１３：５５～１５：００

６．１５：０５～１６：１０

【二次リーグ、フレンドリー】　　４月１日 ※６０分ゲーム

A１位 a2 G２位 C１位 c2 E２位 H１位 a3 C２位 G１位 c3 A２位

a5 吹 b5 c5 上 d5 b6 海 a6 c6 浜 d6

B２位 d3 E１位H２位 b2 B１位 F２位 d2 D１位 D２位 b3 F１位

G３位

平成３０年４月１日(日曜日）     

a  桷志田サッカー場A(人工芝) 主審 b  桷志田サッカー場B(人工芝) 主審 c  吹上浜海浜公園A(天然芝) 8.8889E+137時　間

１．　９：１５～１０：２０

２．１０：２５～１１：３０

主審

A３位 B３位 G２位 C３位 D３位 H２位 E３位 F３位 E２位 G３位 H３位 F２位

e  吹上浜海浜公園C(天然芝)

H３位 E１位 B２位 F３位

A１位 G２位 A３位 B１位 H２位 D３位 C１位

H１位 C２位 C３位 F１位 D２位 B３位 G１位 A２位

E２位 D１位 F２位

A３位 C３位 C２位 B３位 D３位 D２位 E３位 H３位

A１位 H２位 F１位 B１位 H２位 H１位 C１位 F２位

F１位 C２位 A１位 H１位 D２位 B１位 G１位 B２位 E１位 A２位 D１位

Å３位 a1 B３位 E３位 c1 F３位

a4 公 b4 c4 園 d4

A２位 F３位 G３位 E１位

G１位 D１位 E２位 B２位

E３位

C３位 b1 D３位 H３位 d1 G３位

C１位



 

上２位 a6 浜２位

c6 か d6

【決勝トーナメント、フレンドリー戦】　　４月２日 ※５０分ゲーム

吹１位 上１位

吹３位 c3 上３位 吹４位 c4 上４位

浜１位 吹２位

e1 く e2

b4 a3 b3 a4

海２位 b6 海１位

浜３位 d3 海３位 浜４位 d4 海４位

c1
３決

b1

d1 a1
決勝

平成３０年４月２日(月曜日）    

時　間 a  桷志田サッカー場A(人工芝) 主審 主審 c  吹上浜海浜公園A(天然芝) 主審 d  吹上浜海浜公園B(天然芝)

園１位 b2 公２位 園３位 d2

主審

１．  ８：４５～９：４０ 上１位 浜２位 公１位　 海１位 吹２位 公２位 海２位 浜１位 園４位 上２位 吹１位 公４位　

b  桷志田サッカー場B(人工芝)

２．　９：４５～１０：４０ 公１位 園２位 相互 園１位 公２位 相互 公３位 園４位

相互 d1負 e1負 相互 上４位 吹４位

３．１０：４５～１１：４０ c1勝 d1勝 園２位 a1勝 b1勝 園１位 吹３位 上３位

e  吹上浜海浜公園C(天然芝)

６．１３：４５～１４：４０ a3勝 b3勝 a３負 a3負 b3負 ｂ４負 浜３位 吹３位

５．１２：４５～１３：４０ 園１位 公１位 相互 園２位 公２位 相互 園３位 公３位

４．１１：４５～１２：４０ a1負 b1負 浜４位 海４位 相互

相互 園４位 公４位 相互

相互

相互 浜３位 海３位 相互

園３位 公４位 相互

公１位 a2 園２位 公３位 c2 園４位

a5 い b5 c5 だ d5

※決勝トーナメント組合せは抽選の可能性あり

主審

吹４位 浜４位 相互

上４位 海４位 相互

公４位

相互 上３位 海３位 相互

相互


