
第４回　堺ユースサッカーフェスティバル 　試合一覧　J-GREEN堺　会場

天然芝 天然芝 天然芝 天然芝 天然芝 人工芝 人工芝 人工芝 人工芝 人工芝 人工芝 人工芝 人工芝 人工芝

Ｎｏ S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14

8:30 ① 生野 桜宮 堺上 東洋大姫路 登美丘 堺西 泉北 狭山 山城 泉陽 藤井寺 堺工科

10:00 ② 洛東 桜宮 上宮 追手門学院 堺上 泉陽 藤井寺 法隆寺国際 膳所 堺西 登美丘 東大寺学園 石山 狭山 泉北 社 ﾍﾗｸﾚｽ大磯 堺工科

11:30 ③ 松原 洲本実業 伏見工業 大体大浪商 関西学院 大商学園 洛東 大商大堺 大阪学院 香芝 山城 生野 奈良 川西緑台

13:00 ④ 洛東 刈谷 今治工業 東洋大姫路 京産大附属 土岐商業 徳島科学技術 法隆寺国際 膳所 帝京第五 桜宮 京都学園 国見B 堺西 三豊工業 ﾍﾗｸﾚｽ大磯 石山 東大寺学園

14:30 ⑤ 宇部工業 追手門学院 富山工業 大阪学院 新居浜工業 香芝 大体大浪商 東大阪大柏原 大商学園 伏見工業 関西学院 大商大堺 国見 大阪朝鮮 山城 社 奈良 洲本

16:00 ⑥ 今治工業 徳島科学技術 京産大附属 甲南 登美丘 洲本実業 岸和田 帝京第五 堺市立堺 松原 成美 三豊工業 泉北 ﾍﾗｸﾚｽ大磯 上宮 川西緑台

17:30 ⑦ 追手門学院 京都学園 堺市立堺 甲南 富山工業 新居浜工業 岸和田 生野 土岐商業 宇部工業 国見 京都学園 刈谷 大阪朝鮮 上宮 洲本

8:30 ① 三豊工業 松原 泉大津 東大寺学園 鳳凰 鳳 刈谷 桜宮 泉陽 帝京第五 ﾍﾗｸﾚｽ大磯 成美 上宮 東洋大姫路 山城 堺西

10:00 ② 三豊工業 洲本実業 泉大津 鳳 鳳凰 甲南 桜宮 膳所 洛東 泉陽 ﾍﾗｸﾚｽ大磯 多度津 生野 洲本 上宮 堺西

11:30 ③ 香川西 大体大浪商 富山工業 伏見工業 新居浜工業 大阪学院 洛東 大商学園 香芝 関西学院 大阪桐蔭 国見 大和広陵 東洋大姫路 山城 法隆寺国際

13:00 ④ 石山 土岐商業 宇部工業 東大寺学園 奈良 三木 刈谷 膳所 洛東 帝京第五 生駒 甲南 社 ﾍﾗｸﾚｽ大磯 川西緑台 三豊工業

14:30 ⑤ 香川西 関西学院 大商学園 富山工業 大阪学院 国見 伏見工業 新居浜工業 香芝 大商大堺 大体大浪商 鳳凰 多度津 洲本 生野 洲本実業

16:00 ⑥ 石山 岸和田 土岐商業 阪南 奈良 堺市立堺 川西緑台 三木 堺上 大和広陵 藤井寺 登美丘 社 法隆寺国際 山城 追手門学院

17:30 ⑦ 香川西B 大商大堺 岸和田 阪南 福泉 阪南 藤井寺 宇部工業 生駒 登美丘 国見 大商学園 堺上 追手門学院

8:30 ① 大商学園 関西学院 大体大浪商 香芝 大商大堺 富山工業 関西学院 清風 大阪学院 伏見工業 国見 香川西

10:30 ② 神戸科技B 金光大阪B 熊本国府 初芝橋本 京都橘 高川学園 仙台育英B 奈良育英B 正智深谷B 近大附属B 国見 関西学院

12:30 ③ 阪南大高 東海第五 立正大淞南 仙台育英 作陽 尚志 近大附属 市立船橋 鹿児島城西 滝川第二 清風 高川学園 神戸科技 金光大阪 高知 岐阜工業 長崎海星B 香川西B 熊本国府B 大阪桐蔭B 東邦B 国見B 松商学園B 三重B

14:30 ④ 丸岡 山梨学院 西京B 那覇西B 高知B 筑陽学園B 旭川実業B 作陽B 尚志B 阪南大高B 東邦 広島皆実 帝京大可児B

16:30 ⑤ 那覇西 三重 松商学園 西京 日章学園 奈良育英 帝京大可児 正智深谷 山梨学院 星稜 東海第五 市立船橋 高知商業 長崎海星 JFAアカデミー 香川西 旭川実業 大阪桐蔭 横浜桐蔭 筑陽学園 横浜桐蔭B 広島皆実B 立正大淞南B 丸岡B

8:30 ① 香川西 高川学園 高知 旭川実業 熊本国府 東邦 広島皆実 初芝橋本 仙台育英B 那覇西B 長崎海星B 正智深谷B 尚志B 作陽B

10:30 ② 市立船橋 立正大淞南 丸岡 日章学園 鹿児島城西 高知商業 星稜 尚志 作陽 山梨学院 東海第五 大阪朝鮮 広島皆実B 熊本国府B JFAアカデミー 京都橘 大阪桐蔭 岐阜工業 神戸科技 筑陽学園 金光大阪 横浜桐蔭 三重B 阪南大高B

12:30 ③ 米子北B 帝京大可児B 広島皆実 熊本国府 初芝橋本 東邦 東邦B 神戸科技B 金光大阪B 筑陽学園B 高知B 横浜桐蔭B 奈良育英B 西京B

14:30 ④ 近大附属 松商学園 東海第五 仙台育英 米子北 長崎海星 山梨学院 西京 那覇西 滝川第二 正智深谷 奈良育英 帝京大可児 市立船橋 JFAアカデミー 高川学園 香川西 京都橘 旭川実業 岐阜工業 大阪桐蔭 高知 丸岡B 立正大淞南B

16:30 ⑤ 東海第五 清風 那覇西B 筑陽学園B 東邦B 近大附属B 香川西B 大阪桐蔭B 金光大阪 筑陽学園 神戸科技 横浜桐蔭 松商学園B

8:30 ① 近大附属 正智深谷 帝京大可児 立正大淞南 長崎海星 三重 松商学園 奈良育英 1位 トーナメント 1位 トーナメント 2位 トーナメント 2位 トーナメント 3位 トーナメント 3位 トーナメント 4位 トーナメント 4位 トーナメント

10:30 ② 市立船橋 日章学園 鹿児島城西 山梨学院 東海第五 那覇西 星稜 西京 正智深谷B 高知B 尚志B 米子北B 東邦B 広島皆実B 筑陽学園B 香川西B 横浜桐蔭B 近大附属B 4位 進出 松商学園B 三重B

12:30 ③ 1位 決勝 高知商業 丸岡 阪南大高 尚志 東海第五 山梨学院 米子北 滝川第二 1位 敗退 2位 進出 2位 敗退 3位 進出 3位 敗退 立正大淞南B 作陽B

14:30 ④ 仙台育英 作陽 市立船橋 熊本国府 神戸科技B 奈良育英B 清明学院 筑陽学園B 金光大阪B 長崎海星B 仙台育英B 大阪桐蔭B 4位 敗退 丸岡B

16:30 ⑤ 那覇西B 近大附属B 習志野 近大附属

8:30 ① 西の京 東大谷 久米田 大津商業 高松北 如水館 四日市南 三国丘 旭川実業 市立船橋 浪速 鈴鹿 二俣 富田

10:00 ② 西の京 守口東 比叡山 高輪 山城 県立西宮 おかやま山陽 堺西 大阪桐蔭 市立船橋 大商大堺 大津 高槻 富田

11:30 ③ 東大谷 二俣 八幡 一宮北 高松北 近大附新宮 四日市南 津山東 旭川実業 習志野 京都桃山 三国丘 洛東 鈴鹿

13:00 ④ 高輪 如水館 初芝立命館 比叡山 米原 おかやま山陽 県立新宮 橿原 山城 久米田 守口東 富田 大津 豊川工業

14:30 ⑤ 同志社 西の京 京都廣学館 一宮北 藤井寺 鳳 洛東 和歌山工業 浪速 県立西宮 京都桃山 市立伊丹 習志野 帝塚山泉ヶ丘

16:00 ⑥ 同志社 津山東 生野 比叡山 山城 大商大堺 阪南 大津商業 初芝立命館 八幡 泉陽 近大附新宮 高槻 豊川工業

17:30 ⑦ 同志社 生野 京都廣学館 藤井寺 米原 鳳 阪南 橿原 浪速 市立伊丹 泉陽 県立新宮 和歌山工業 帝塚山泉ヶ丘

8:30 ① 近大和歌山 清風 関大北陽B 国見B 久御山 興国 近大附属 近大附属 那覇西B

10:10 ② 五條 関大北陽 桃山学院 中央学院 久御山B 崇徳B 近大附属 近大附属 那覇西 高松工芸

11:50 ③ 五條B 明誠学院B 四日市工業B 近大和歌山B 玉野光南 桐蔭 国見 徳島市立 一条 創造学園

13:30 ④ 開星 岡崎城西 盈進 神戸国際 崇徳 大社 広島工業 三重海星 立命館宇治B 創造学園B

15:10 ⑤ 清明学院 遊学館 宇都宮白楊 東大阪大柏原 一条B 国見B 大社B 徳島市立B 立命館宇治 四日市工業

16:50 ⑥ 開星B 遊学館B 宇都宮白楊B 盈進B 広島工業B 三重海星B 八千代 東海学園 明誠学院 神戸国際

8:30 ① 桃山学院 遊学館 明誠学院 関大北陽 清明学院 盈進 久御山B 大社B 興国 岡崎城西 東海学園 立命館宇治

10:10 ② 開星 近大和歌山 宇都宮白楊B 広島工業B 清風 五條 八千代 国見 大社 三重海星 玉野光南 一条

11:50 ③ 盈進B 遊学館B 広島工業 四日市工業 関大北陽 崇徳 久御山 中央学院 桃山学院 創造学園 岡崎城西 立命館宇治

13:30 ④ 開星B 四日市工業B 宇都宮白楊 神戸国際 東大阪大柏原 八千代 東海学園 玉野光南 興国 徳島市立 明誠学院 桐蔭

15:10 ⑤ 盈進 近大和歌山 広島工業 五條 崇徳B 立命館宇治B 久御山 国見 徳島市立B 三重海星B 大社 一条

16:50 ⑥ 開星 遊学館 宇都宮白楊 四日市工業 東大阪大柏原 中央学院 神戸国際 徳島市立 清明学院 三重海星 創造学園 桐蔭

18:30 ⑦ 明誠学院B 東大阪大柏原B 五條B 国見B 清風 崇徳

8:30 ① 宇都宮白楊 清明学院 宇都宮白楊B 遊学館B 中央学院 関大北陽 国見 興国 八千代 久御山 徳島市立 東海学園 崇徳 創造学園

10:10 ② 宇都宮白楊 開星 五條 遊学館 中央学院 玉野光南 国見B 徳島市立B 八千代 岡崎城西 東大阪大柏原 東海学園 崇徳B 三重海星B

11:50 ③ 四日市工業 盈進 広島工業 遊学館 明誠学院 桃山学院 創造学園 久御山 国見 岡崎城西 大社 近大和歌山 崇徳 三重海星

13:30 ④ 四日市工業B 大社B 盈進B 開星B 明誠学院B 広島工業B 一条 徳島市立 東大阪大柏原 玉野光南 関大北陽B 久御山B 立命館宇治 三重海星

15:10 ⑤ 四日市工業 清明学院 盈進 関大北陽 明誠学院 五條 桃山学院 広島工業 興国 開星 近大和歌山B 久御山B 立命館宇治 大社

16:50 ⑥ 近大和歌山 清明学院 一条 桐蔭 立命館宇治B 五條B

※　出場チームの都合等により、対戦チーム・開始時間が変更になる場合があります。最新の対戦情報は、ホームページ（ http://sakai-ysf.net/ ）をご覧ください。 ※GⅠSのチーム名が斜体下線の場合、ハーフコートを練習ピッチとして使用します。
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