
番号 時間 審判 審判

① 9:00 センアーノ神戸１ｓｔ vs 千本 ＧＲＡＳＩＯＮ 西京極 vs 六条 枚方

② 9:30 ＧＲＡＳＩＯＮ vs レッドスター２ｎｄ 千本 リコプエンテ vs 枚方 西京極

③ 10:00 パスドゥーロ vs ＹＦ奈良テソロ１ｓｔ 長尾ウォーズ ジュンレーロ２ｎｄ vs レッドスター１ｓｔ 梶

④ 10:30 ＡＳＧ　１ｓｔ vs 長尾ウォーズ パスドゥーロ ＹＦ奈良テソロ２ｎｄ vs 梶 ジュンレーロ２ｎｄ

⑤ 11:00 センアーノ神戸１ｓｔ vs 西京極 ＡＳＧ　１ｓｔ 千本 vs 六条 ＹＦ奈良テソロ２ｎｄ

⑥ 11:30 ＧＲＡＳＩＯＮ vs リコプエンテ センアーノ神戸１ｓｔ レッドスター２ｎｄ vs 枚方 六条

⑦ 12:00 パスドゥーロ vs ジュンレーロ２ｎｄ リコプエンテ ＹＦ奈良テソロ１ｓｔ vs レッドスター１ｓｔ 枚方

⑧ 12:30 ＡＳＧ　１ｓｔ vs ＹＦ奈良テソロ２ｎｄ パスドゥーロ 長尾ウォーズ vs 梶 ＹＦ奈良テソロ１ｓｔ

⑨ 13:00 センアーノ神戸１ｓｔ vs 六条 ＹＦ奈良テソロ２ｎｄ 千本 vs 西京極 長尾ウォーズ

⑩ 13:30 ＧＲＡＳＩＯＮ vs 枚方 六条 レッドスター２ｎｄ vs リコプエンテ 千本

⑪ 14:00 パスドゥーロ vs レッドスター１ｓｔ 枚方 ＹＦ奈良テソロ１ｓｔ vs ジュンレーロ２ｎｄ リコプエンテ

⑫ 14:30 ＡＳＧ　１ｓｔ vs 梶 レッドスター１ｓｔ 長尾ウォーズ vs ＹＦ奈良テソロ２ｎｄ ＹＦ奈良テソロ１ｓｔ

ＴＭ 15:00 ＧＲＡＳＩＯＮ vs 相互 レッドスター２ｎｄ vs ジュンレーロ２ｎｄ 相互

ＴＭ 15:30 レッドスター1st vs ＡＳＧ　１ｓｔ 相互 リコプエンテ vs 相互

ＴＭ 16:00 vs 相互 vs 相互

番号 時間 審判 審判

① 9:00 ＥＸＥ９０ vs 青山ジュニア エベイユ ＭＦＣ．ＶＯＩＣＥ vs センアーノ神戸２ｎｄ 伊勢ＭＫＴ

② 9:30 エベイユ vs シルフィード１ｓｔ 青山ジュニア 伊勢ＭＫＴ vs ＡＳＧ　２ｎｄ ＭＦＣ．ＶＯＩＣＥ

③ 10:00 ロヴェスト神戸１ｓｔ vs ジュンレーロ１ｓｔ 京都木津 シルフィード２ｎｄ vs 新田南 ディアブロッサ高田

④ 10:30 東舞子 vs 京都木津 ロヴェスト神戸１ｓｔ ロヴェスト神戸２ｎｄ vs ディアブロッサ高田 シルフィード２ｎｄ

⑤ 11:00 ＥＸＥ９０ vs ＭＦＣ．ＶＯＩＣＥ 東舞子 青山ジュニア vs センアーノ神戸２ｎｄ ロヴェスト神戸２ｎｄ

⑥ 11:30 エベイユ vs 伊勢ＭＫＴ ＥＸＥ９０ シルフィード１ｓｔ vs ＡＳＧ　２ｎｄ センアーノ神戸２ｎｄ

⑦ 12:00 ロヴェスト神戸１ｓｔ vs シルフィード２ｎｄ 伊勢ＭＫＴ ジュンレーロ１ｓｔ vs 新田南 ＡＳＧ　２ｎｄ

⑧ 12:30 東舞子 vs ロヴェスト神戸２ｎｄ ロヴェスト神戸１ｓｔ 京都木津 vs ディアブロッサ高田 ジュンレーロ１ｓｔ

⑨ 13:00 ＥＸＥ９０ vs センアーノ神戸２ｎｄ ロヴェスト神戸２ｎｄ 青山ジュニア vs ＭＦＣ．ＶＯＩＣＥ 京都木津

⑩ 13:30 エベイユ vs ＡＳＧ　２ｎｄ センアーノ神戸２ｎｄ シルフィード１ｓｔ vs 伊勢ＭＫＴ 青山ジュニア

⑪ 14:00 ロヴェスト神戸１ｓｔ vs 新田南 ＡＳＧ　２ｎｄ ジュンレーロ１ｓｔ vs シルフィード２ｎｄ シルフィード１ｓｔ

⑫ 14:30 東舞子 vs ディアブロッサ高田 新田南 京都木津 vs ロヴェスト神戸２ｎｄ ジュンレーロ１ｓｔ

ＴＭ 15:00 シルフィード２ｎｄ vs ＡＳＧ　２ｎｄ 相互 シルフィード１ｓｔ vs ジュンレーロ１ｓｔ 相互

ＴＭ 15:30 東舞子 vs 新田南 相互 vs 相互

ＴＭ 16:00 vs 相互 vs 相互

NEW　ＹＥＡＲ　CUP　第７回関西ジュニアサッカー選手権大会 Ｕ10

★1試合目のチームはゴールの準備をお願い致します

★ハーフタイムは2分以内、審判やコートの入れ替え時間が4分となっております。ご協力の程宜しくお願い致します

★第二人工芝　Ｃグランド

Ａコート Ｂコート

Ｃコート Ｄコート

１２分ー２分ー１２分　（入れ替え４分）

★第一人工芝　Ｂグランド★第一人工芝　Ａグランド

★第二人工芝　Ｄグランド


