
■南支部公式戦（U-12/U-10リーグ、U-11チャレンジ杯）日程まとめ①
日 会場責任 運営責任 ブロック 試合開始 審判 備考

10:30 安芸府中 ｖｓ リトルティット CAMELLIA

11:30 九嶺 ｖｓ YMCA リトルティット

12:30 安芸府中 ｖｓ CAMELLIA 九嶺

13:30 YMCA ｖｓ リトルティット 安芸府中

U12B（フレンドリー） 14:30 九嶺 ｖｓ CAMELLIA 相互

10:30 安芸津 ｖｓ 安浦 焼山

12:00 焼山 ｖｓ 安芸津 安浦

U12D（フレンドリー） 13:00 焼山 ｖｓ 安浦 相互

U10A 14:30 リトルティット ｖｓ 日興 ※安芸津（U12）

U10A（フレンドリー） 15:30 リトルティット ｖｓ 日興 相互

調整中 FFJ ｖｓ 府中東 コスモ（府中東）

調整中 コスモ ｖｓ FFJ 府中東（FFJ)

調整中 府中東 ｖｓ コスモ FFJ（コスモ）

10:00 リデル ｖｓ 鷗州 九嶺（鷗州）

11:30 九嶺 ｖｓ リデル 鷗州（リデル）

13:00 鷗州 ｖｓ 九嶺 リデル（九嶺）

10:30 YMCA ｖｓ 日興 ヴェルメ（YMCA）

12:00 日興 ｖｓ ヴェルメ YMCA（日興）

13:30 ヴェルメ ｖｓ YMCA 日興（ヴェルメ）

10:30 片山 ｖｓ 広 ネッツ（片山）

12:00 広 ｖｓ ネッツ 片山（広）

13:30 ネッツ ｖｓ 片山 広（ネッツ）

10:30 片山 ｖｓ 坂 FFJ

12:00 片山 ｖｓ FFJ 坂

13:30 FFJ ｖｓ 坂 片山

10:30 YMCA ｖｓ リデル 安芸府中

12:00 YMCA ｖｓ 安芸府中 リデル

13:30 安芸府中 ｖｓ リデル YMCA

10:30 坂 ｖｓ YMCA 府中東

11:45 府中東 ｖｓ 坂 YMCA

13:00 府中東 ｖｓ YMCA 坂

10:30 安芸府中 ｖｓ 日興 黒瀬

11:45 安芸府中 ｖｓ 黒瀬 日興

13:00 黒瀬 ｖｓ 日興 安芸府中

U12D 10:30 熊野 ｖｓ 天応 安芸津

U12D（フレンドリー） 12:00 天応 ｖｓ 能美 相互

U12D 13:30 焼山 ｖｓ 日興 能美

10:30 焼山 ｖｓ 能美 日興

12:00 安芸津 ｖｓ 日興 熊野

13:30 熊野 ｖｓ 安芸津 天応

10:30 府中東 ｖｓ コスモ YMCA

11:30 YMCA ｖｓ 安浦 府中東

12:45 府中東 ｖｓ 安浦 コスモ

13:45 YMCA ｖｓ コスモ 安浦

■南支部公式戦（U-12/U-10リーグ、U-11チャレンジ杯）日程まとめ②
日 会場責任 運営責任 ブロック 試合開始 審判 備考

10:30 CAMELLIA ｖｓ 黒瀬 KELT（CAMELLIA）

会場（使用可能時間）

芝生利用
180分まで

ミツトヨ
多目的

B
9～16 ネッツ 片山 チャレンジ杯一次C

11/14
（土）

ミツトヨ
多目的

A
9～16 ヴェルメ YMCA チャレンジ杯一次B

11/21
（土）

11/15
（日）

11/23
（月・祝）

ミツトヨ

全日県大会の
コスモの状況により

試合開始時間を決定

福冨
道の駅

9～16 リデル 鷗州 チャレンジ杯一次F

東広島
多目的

B
9～19 コスモ コスモ チャレンジ杯一次A

東広島
多目的

A

日興 安芸津

東広島
多目的

B
U12D

11/28
（土）

9～17

U10C 一面のみ

ミツトヨ
多目的

A
9～16 片山 FFJ U12C

9～17

芝生利用180分まで

芝生利用
180分まで

ミツトヨ
多目的

A
9～16 YMCA 安芸府中 U12B 芝生利用180分まで

11/8
（日）

東広島
多目的

A

11/7
（土）

ミツトヨ
多目的

A
9～16 九嶺 YMCA

U12B

9～17

14時頃までU12
※コートサイズ変更

日興

安芸津 焼山
U12D 14:30からU10

※コートサイズ変更
※安芸津審判あり

芝生利用180分まで

対戦カード

ミツトヨ
多目的

B
9～16 YMCA 府中東 U10C

ミツトヨ
多目的

A
9～16 安芸府中 黒瀬 U10A

会場（使用可能時間） 対戦カード

リトルティット

芝生利用180分まで

呉市民 9～17 YMCA 安浦



12:00 KELT ｖｓ 黒瀬 CAMELLIA（黒瀬）

13:30 KELT ｖｓ CAMELLIA 黒瀬（KELT）

10:30 焼山 ｖｓ 坂 東西条（焼山）

12:00 東西条 ｖｓ 坂 焼山（坂）

13:00 東西条 ｖｓ 焼山 坂（東西条）

10:30 安芸府中 ｖｓ ヴェルメ リトルティット

11:45 安芸府中 ｖｓ リトルティット ヴェルメ

13:00 ヴェルメ ｖｓ リトルティット 安芸府中

10:30 リデル ｖｓ リトルティット 府中東

12:00 府中東 ｖｓ リトルティット リデル

13:30 リデル ｖｓ 府中東 リトルティット

10:30 広 ｖｓ サンマーレ 坂

12:00 坂 ｖｓ サンマーレ 広

13:30 広 ｖｓ 坂 サンマーレ

10:30 リデル ｖｓ CAMELLIA KELT

11:30 九嶺 ｖｓ KELT リデル

12:45 リデル ｖｓ 九嶺 KELT

13:45 KELT ｖｓ CAMELLIA 九嶺

9:15 一次3位の成績1位 ｖｓ 一次3位の成績5位 一次2位の3位（2位）

10:30 　　　　〃　　　　5位 ｖｓ 　　　　〃　　　　4位      〃   2位（6位）

11:45 　　　　〃　　　　4位 ｖｓ 　　　　〃　　　　1位      〃   6位（3位）

13:15 一次2位の成績1位 ｖｓ 一次2位の成績5位 一次3位の3位（2位）

14:30 　　　　〃　　　　5位 ｖｓ 　　　　〃　　　　4位      〃   2位（6位）

15:45 　　　　〃　　　　4位 ｖｓ 　　　　〃　　　　1位      〃   6位（3位）

9:15 一次3位の成績2位 ｖｓ 一次3位の成績6位 一次2位の4位（1位）

10:30 　　　　〃　　　　6位 ｖｓ 　　　　〃　　　　3位      〃   1位（5位）

11:45 　　　　〃　　　　3位 ｖｓ 　　　　〃　　　　2位      〃   5位（4位）

13:15 一次2位の成績2位 ｖｓ 一次2位の成績6位 一次3位の3位（2位）

14:30 　　　　〃　　　　6位 ｖｓ 　　　　〃　　　　3位      〃   1位（5位）

15:45 　　　　〃　　　　3位 ｖｓ 　　　　〃　　　　2位      〃   5位（4位）

一回戦① 9:20 サンフレッチェ ｖｓ 一次F1位 D1位（A1位）

一回戦③ 10:10 一次A1位 ｖｓ 一次D1位 F1位（サンフレ）

フレンドリー⑤ 11:25 一回戦①負 ｖｓ 一回戦②負 相互

準決勝⑦ 12:15 一回戦①勝 ｖｓ 一回戦②勝 ⑤負（運営）

フレンドリー⑨ 13:05 フレンドリー⑤勝 ｖｓ フレンドリー⑥勝 相互

決勝 14:00 準決勝⑦勝 ｖｓ 準決勝⑧勝 本部

一回戦② 9:20 一次C1位 ｖｓ 一次B1位 E1位（安芸府中）

一回戦➃ 10:10 安芸府中 ｖｓ 一次E1位 C1位（B1位）

フレンドリー⑥ 11:00 一回戦③負 ｖｓ 一回➃負 相互

準決勝⑧ 12:15 一回戦③勝 ｖｓ 一回➃勝 ⑥負（運営）

フレンドリー⑩ 13:05 フレンドリー⑤負 ｖｓ フレンドリー⑥負 相互

3位決定戦 14:00 準決勝⑦負 ｖｓ 準決勝⑧負 本部

■南支部公式戦（U-12/U-10リーグ、U-11チャレンジ杯）日程まとめ③
日 会場責任 運営責任 ブロック 試合開始 審判 備考

10:30 ヴェルメ ｖｓ 日興 サンフレッチェ

11:45 サンフレッチェ ｖｓ 日興 ヴェルメ

13:00 サンフレッチェ ｖｓ ヴェルメ 日興

10:30 安浦 ｖｓ コスモ 坂

7:50準備開始
※全チーム1名以上、

準備～片付けに
ご協力ください

東広島
陸上

B
8～15 運営委員会 運営委員会

8:00準備開始
※全チーム1名以上、

準備～片付けに
ご協力ください

※選手・保護者は
各チームの初戦開始
1時間半前から来場可
（ただし、朝の入場は

8:00以降）

調整中 一次3位の成績6位 チャレンジ2A

黒瀬
多目的

B
8～17

調整中 一次2位の成績6位 チャレンジ3B

調整中

12/6
（日）

黒瀬
多目的

A
8～17

調整中 一次2位の成績6位 チャレンジ3A

一次3位の成績6位 チャレンジ2B

東広島
陸上

A
8～15 運営委員会 運営委員会

11/29
（日）

芝生利用
180分まで

ミツトヨ
陸上

B
9～16 焼山 東西条 チャレンジ杯一次E

ミツトヨ
陸上

A

12/5
（土）

リトルティット

東広島
多目的

A
9～17 府中東 U12B

東広島

東広島
多目的

B
9～17 坂 U12C

9～16 CAMELLIA KELT チャレンジ杯一次D

サンフレッチェ U10A

会場（使用可能時間）

一面のみ

対戦カード

東広島
多目的

A
9～17 日興

ミツトヨ
多目的

A
9～16 安芸府中 リトルティット U10A 芝生利用180分まで

黒瀬
多目的

9～17 KELT 九嶺 U10B



11:45 坂 ｖｓ コスモ 安浦

13:00 坂 ｖｓ 安浦 コスモ

10:00 リデル ｖｓ KELT 焼山

11:00 焼山 ｖｓ ネッツ リデル

12:15 KELT ｖｓ ネッツ ※CAMELLIA（U12)

13:15 焼山 ｖｓ リデル ネッツ

U12B 14:30 CAMELLIA ｖｓ リデル ※KELT（U10)

U12B（フレンドリー） 15:45 CAMELLIA ｖｓ リデル 相互

10:30 ネッツB ｖｓ 坂 広

11:45 黒瀬 ｖｓ 広 坂

13:15 黒瀬 ｖｓ 坂 ネッツB

14:30 ネッツB ｖｓ 広 黒瀬

10:30 サンフレッチェ ｖｓ リトルティット 黒瀬

11:30 ヴェルメ ｖｓ 黒瀬 リトルティット

A（フレンドリー） 12:45 サンフレッチェ ｖｓ ヴェルメ 相互

U10A 13:45 リトルティット ｖｓ 黒瀬 サンフレッチェ

10:30 ネッツ ｖｓ CAMELLIA リデル

11:20 焼山 ｖｓ 九嶺 CAMELLIA

12:10 リデル ｖｓ ネッツ 九嶺

13:00 焼山 ｖｓ CAMELLIA ネッツ

U10B（フレンドリー） 13:50 リデル ｖｓ 九嶺 相互

10:30 サンフレッチェ ｖｓ 黒瀬 安芸府中

11:45 サンフレッチェ ｖｓ 安芸府中 黒瀬

U10A（フレンドリー） 12:45 安芸府中 ｖｓ 黒瀬 相互

10:30 九嶺 ｖｓ ネッツ CAMELLIA

11:20 焼山 ｖｓ KELT ネッツ

12:10 九嶺 ｖｓ CAMELLIA KELT

U10B（フレンドリー） 13:00 焼山 ｖｓ ネッツ 相互

U10B（フレンドリー） 13:50 KELT ｖｓ CAMELLIA 相互

12/13
（日）

12/12
（土）

14:00頃までU10
※コートサイズ変更

※CAMELLIA審判あり

呉市民 9～17

東広島
多目的

B
9～17

福冨
道の駅

A
9～16 ヴェルメ

U10A

コスモ 坂 U10C

呉市民 9～17 広 黒瀬 U12C

リデル

CAMELLIA リデル

12/26
（土）

東広島
陸上

9～17 ネッツ CAMELLIA

U10B

一面のみ

焼山 ネッツ

12/20
（日）

黒瀬
多目的

9～17 黒瀬 安芸府中
U10A

一面のみ

U10B

一面のみ
14:30からU12Bブロック

※コートサイズ変更
※KELT審判あり

福冨
道の駅

B
9～16 焼山

U10B


