
（グループＡ）

チーム ボルト東山 亀山 ジュエルス 上野トレセン 勝 負 分 得失差 勝点 順位

ボルト東山 ★

亀山ＳＳＳ ★

ジュエルス ★

上野トレセン ★

（グループＢ）

チーム 一宮ＦＣ 祖父江 野洲ジュニア 上野選抜Ｂ 勝 負 分 得失差 勝点 順位

一宮ＦＣ ★

祖父江 ★

野洲ジュニア ★

上野選抜Ｂ ★

（グループＣ）

チーム 国分ＦＣ 生駒ＦＣ フォルミーガ 名張トレセン 勝 負 分 得失差 勝点 順位

国分ＦＣ ★

生駒ＦＣ ★

フォルミーガ ★

名張トレセン ★

（グループＤ）

チーム Ｎａｇｏｙａ 宇治・巨椋 奈良クラブ 阿山トレセン 勝 負 分 得失差 勝点 順位

Ｎａｇｏｙａ ★

宇治・巨椋 ★

奈良クラブ ★

阿山トレセン ★

（グループＥ）

チーム 刈谷ＳＳ 第一ＳＳＣ 四日市ＴＣ 上野選抜Ｙ 勝 負 分 得失差 勝点 順位

刈谷ＳＳ ★

第一ＳＳＣ ★

四日市ＴＣ ★

上野選抜Ｙ ★

（グループＦ）

チーム 京都暁 星稜ジュニア 和歌山市ＴＣ 上野選抜Ｗ 勝 負 分 得失差 勝点 順位

京都暁 ★

星稜ジュニア ★

和歌山市ＴＣ ★

上野選抜Ｗ ★

【会場：阿山第２運動公園】

【会場：阿山第２運動公園】

第４４回中日本少年親善サッカー大会組合せ
７月１４日　予選リーグ成績表

【会場：ゆめが丘多目的広場】

【会場：ゆめが丘多目的広場】

【会場：ゆめが丘多目的広場】

【会場：阿山第２運動公園】



時間 審判 時間 審判

9:45 ボルト東山 vs 上野トレセン 上野選抜Ｂ 9:45 亀山ＳＳＳ vs ジュエルス 野洲ジュニア

10:30 一宮ＦＣ vs 上野選抜Ｂ 上野トレセン 10:30 祖父江 vs 野洲ジュニア ジュエルス

11:15 国分ＦＣ vs 名張トレセン 亀山ＳＳＳ 11:15 生駒ＦＣ vs フォルミーガ 祖父江

12:00 亀山ＳＳＳ vs 上野トレセン 名張トレセン 12:00 ボルト東山 vs ジュエルス 生駒ＦＣ

12:45 祖父江 vs 上野選抜Ｂ フォルミーガ 12:45 一宮ＦＣ vs 野洲ジュニア ボルト東山

13:30 生駒ＦＣ vs 名張トレセン 上野選抜Ｂ 13:30 国分ＦＣ vs フォルミーガ 野洲ジュニア

14:15 ジュエルス vs 上野トレセン 名張トレセン 14:15 ボルト東山 vs 亀山ＳＳＳ 国分ＦＣ

15:00 野洲ジュニア vs 上野選抜Ｂ 亀山ＳＳＳ 15:00 一宮ＦＣ vs 祖父江 ボルト東山

15:45 フォルミーガ vs 名張トレセン 上野トレセン 15:45 国分ＦＣ vs 生駒ＦＣ 一宮ＦＣ

時間 審判 時間 審判

9:45 Ｎａｇｏｙａ vs 阿山トレセン 上野選抜Ｙ 9:45 宇治・巨椋 vs 奈良クラブ 四日市ＴＣ

10:30 刈谷ＳＳ vs 上野選抜Ｙ 阿山トレセン 10:30 第一ＳＳＣ vs 四日市ＴＣ 奈良クラブ

11:15 京都暁 vs 上野選抜Ｗ 刈谷ＳＳ 11:15 星稜ジュニア vs 和歌山市ＴＣ 宇治・巨椋

12:00 宇治・巨椋 vs 阿山トレセン 上野選抜Ｗ 12:00 Ｎａｇｏｙａ vs 奈良クラブ 星稜ジュニア

12:45 第一ＳＳＣ vs 上野選抜Ｙ 宇治・巨椋 12:45 刈谷ＳＳ vs 四日市ＴＣ Ｎａｇｏｙａ

13:30 星稜ジュニア vs 上野選抜Ｗ 上野選抜Ｙ 13:30 京都暁 vs 和歌山市ＴＣ 四日市ＴＣ

14:15 奈良クラブ vs 阿山トレセン 上野選抜Ｗ 14:15 Ｎａｇｏｙａ vs 宇治・巨椋 京都暁

15:00 四日市ＴＣ vs 上野選抜Ｙ 和歌山市ＴＣ 15:00 刈谷ＳＳ vs 第一ＳＳＣ Ｎａｇｏｙａ

15:45 和歌山市ＴＣ vs 上野選抜Ｗ 阿山トレセン 15:45 京都暁 vs 星稜ジュニア 第一ＳＳＣ

対戦 対戦

対戦

第４４回中日本少年親善サッカー大会　予選リーグスケジュール（７月１４日）

Ａ・Ｂ・Ｃブロック（ゆめが丘 Ａコート） Ａ・Ｂ・Ｃブロック（ゆめが丘 Ｂコート）

Ｄ・Ｅ・Ｆブロック（阿山第２ Ａコート） Ｄ・Ｅ・Ｆブロック（阿山第２ Ｂコート）

対戦

☆審判は主審のみ各チームからお願いします。

☆予備審は大会本部が担当します。

☆審判服着用でお願いします。



時間 審判 時間 審判

9:00 A1位 vs B１位 D１位 9:00 A２位 vs B２位 D２位

9:40 D１位 vs E１位 A１位 9:40 D２位 vs E２位 A２位

10:20 A1位 vs C１位 F１位 10:20 A２位 vs C２位 F２位

11:00 D１位 vs F１位 B１位 11:00 D２位 vs F２位 B２位

11:40 B１位 vs C１位 E１位 11:40 B２位 vs C２位 E２位

12:20 E１位 vs F１位 C１位 12:20 E２位 vs F２位 C２位

14:00 ABC３位 vs DEF３位 ABC２位 14:00 ABC３位 vs DEF３位 ABC１位

14:40 ABC２位 vs DEF２位 ABC３位 14:40 ABC２位 vs DEF２位 ABC３位

15:20 ABC１位 vs DEF１位 審判部 15:20 ABC１位 vs DEF１位 ABC２位

時間 審判 時間 審判

9:00 A３位 vs B３位 D３位 9:00 A４位 vs B４位 D４位

9:40 D３位 vs E３位 A３位 9:40 D４位 vs E４位 A４位

10:20 A３位 vs C３位 F３位 10:20 A４位 vs C４位 F４位

11:00 D３位 vs F３位 B３位 11:00 D４位 vs F４位 B４位

11:40 B３位 vs C３位 E３位 11:40 B４位 vs C４位 E４位

12:20 E３位 vs F３位 C３位 12:20 E４位 vs F４位 C４位

14:00 ABC３位 vs DEF３位 ABC１位 14:00 ABC３位 vs DEF３位 ABC１位

14:40 ABC２位 vs DEF２位 ABC３位 14:40 ABC２位 vs DEF２位 ABC３位

15:20 ABC１位 vs DEF１位 ABC２位 15:20 ABC１位 vs DEF１位 ABC２位

対戦 対戦

対戦

第44回中日本少年親善サッカー大会　決勝リーグスケジュール（７月１５日）

１位リーグ（ゆめが丘 Aコート） ２位リーグ（ゆめが丘 Bコート）

３位リーグ（阿山第２ Ａコート） ４位リーグ（阿山第２ Ｂコート）

対戦


