
開始時間 試合順 パート パート

開始時間 試合順 パート パート

17 FC LEGARE霧島 ― 原良城西JFC 18 川上ＦＣ　チームそうし ― NIFS KANOYA FC U-12

審判 審判

19 アサヒナフットボールU-12 ― FC.LESTE 2nd 20 中山サッカースポーツ少年団 ― モンスター霧島サッカークラブ

審判 審判

17 FC LEGARE霧島 ― 松陽サッカースポーツ少年団 18 川上ＦＣ　チームそうし ― 大姶良サッカースポーツ少年団

審判 審判

19 アサヒナフットボールU-12 ― 西谷山サッカースポーツ少年団 20 中山サッカースポーツ少年団 ― 坂元台SSS

審判 審判

17 原良城西JFC ― 松陽サッカースポーツ少年団 18 NIFS KANOYA FC U-12 ― 大姶良サッカースポーツ少年団

審判 審判

19 FC.LESTE 2nd ― 西谷山サッカースポーツ少年団 20 モンスター霧島サッカークラブ ― 坂元台SSS

審判 審判

開始時間 試合順 パート パート

21 市来サッカースポーツ少年団 ― 有明サッカースポーツ少年団 23 川辺サッカースポーツ少年団 ― プラッツ鹿児島ジュニア

審判 審判

22 FC加治木 ― Nユナイテッド鹿児島 24 飯牟礼サッカースポーツ少年団 ― 郡山サッカースポーツ少年団

審判 審判

21 市来サッカースポーツ少年団 ― Nユナイテッド鹿児島　セカンド 23 川辺サッカースポーツ少年団 ― FC JUVENTUDE U12

審判 審判

22 FC加治木 ― 志布志小サッカー少年団 24 飯牟礼サッカースポーツ少年団 ― 飛松ＦＣ

審判 審判

21 有明サッカースポーツ少年団 ― Nユナイテッド鹿児島　セカンド 23 プラッツ鹿児島ジュニア ― FC JUVENTUDE U12

審判 審判

22 Nユナイテッド鹿児島 ― 志布志小サッカー少年団 24 郡山サッカースポーツ少年団 ― 飛松ＦＣ

審判 審判

開始時間 試合順 パート パート

25 青葉サッカースポーツ少年団 ― FC　MAROLA 26 建昌サッカースポーツ少年団 ― 清和サッカー少年団

審判 審判

27 FC ESPERANZA ― 薩摩FC.jr 28 Liberty Jr 吉野 ― 鹿屋小ＳＳＳ

審判 審判

25 青葉サッカースポーツ少年団 ― 錦江台サッカースポーツ少年団 26 建昌サッカースポーツ少年団 ― 伊集院北サッカースポーツ少年団

審判 審判

27 FC ESPERANZA ― 本名サッカースポーツ少年団　WHITE 28 Liberty Jr 吉野 ― 吾平サッカースポーツ少年団

審判 審判

25 FC　MAROLA ― 錦江台サッカースポーツ少年団 26 清和サッカー少年団 ― 伊集院北サッカースポーツ少年団

審判 審判

27 薩摩FC.jr ― 本名サッカースポーツ少年団　WHITE 28 鹿屋小ＳＳＳ ― 吾平サッカースポーツ少年団

審判 審判

NIFS KANOYA FC U-12

●　第１溶岩グラウンド

C コート D コート

２日目　8/21（日）

●　多目的広場

A コート B コート

坂元台SSS 西谷山サッカースポーツ少年団

大姶良サッカースポーツ少年団 松陽サッカースポーツ少年団

9:45 第２試合

9:00 第１試合

原良城西JFC

11:15 第４試合

12:45 第６試合

中山サッカースポーツ少年団 アサヒナフットボールU-12

10:30 第３試合

●第２溶岩グラウンド

E コート F コート

モンスター霧島サッカークラブ FC.LESTE 2nd

12:00 第５試合

川上ＦＣ　チームそうし FC LEGARE霧島

飛松ＦＣ 志布志小サッカー少年団

10:30 第３試合

FC JUVENTUDE U12 Nユナイテッド鹿児島　セカンド

9:45 第２試合

9:00 第１試合

プラッツ鹿児島ジュニア 有明サッカースポーツ少年団

11:15 第４試合

12:45 第６試合

飯牟礼サッカースポーツ少年団 FC加治木

●　第３溶岩グラウンド

G コート H コート

郡山サッカースポーツ少年団 Nユナイテッド鹿児島

12:00 第５試合

川辺サッカースポーツ少年団 市来サッカースポーツ少年団

本名サッカースポーツ少年団　WHITE

10:30 第３試合

伊集院北サッカースポーツ少年団 錦江台サッカースポーツ少年団

9:45 第２試合

9:00 第１試合

12:45 第６試合

Liberty Jr 吉野 FC ESPERANZA

芝休養

鹿屋小ＳＳＳ 薩摩FC.jr

12:00 第５試合

建昌サッカースポーツ少年団 青葉サッカースポーツ少年団

清和サッカー少年団 FC　MAROLA

11:15 第４試合

吾平サッカースポーツ少年団


