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予選リーグ会場別試合表
グループＡ 会場：宮城県サッカー場Ａ 試合時間:

10分ハーフ

参加５チーム：	🅰 静岡Ａ　🅱 大阪グラッチェ　🅲 名古屋くま　🅳ウォンバIKEBA　🅴 北上	
チーム名 静岡Ａ 大阪 名古屋 IKEBA 北上 勝 分 敗 勝点 得点 失点 得失点 順位

静岡Ａ

大阪

名古屋

IKEBA

北上

試合スケジュール
時	間 組合せ 時	間 組合せ

① 10:00 静岡Ａ ＶＳ 大阪 ⑥ 12:30 静岡Ａ ＶＳ 名古屋

② 10:30 名古屋 ＶＳ IKEBA ⑦ 13:00 大阪 ＶＳ IKEBA

③ 11:00 静岡Ａ ＶＳ 北上 ⑧ 13:30 名古屋 ＶＳ 北上

④ 11:30 大阪 ＶＳ 名古屋 ⑨ 14:00 静岡Ａ ＶＳ IKEBA

⑤ 12:00 IKEBA ＶＳ 北上 ⑩ 14:30 大阪 ＶＳ 北上

北上

静岡Ａ IKEBA

大阪 名古屋

グループＢ 会場：宮城県サッカー場Ｂ 試合時間:
10分ハーフ

参加５チーム：	🅰 名古屋うさぎ　🅱 埼玉中央Ｂ　🅲 大阪ニキーオ　🅳 吹田　🅴 山形
チーム名 名古屋 埼玉 大阪 吹田 山形 勝 分 敗 勝点 得点 失点 得失点 順位

名古屋

埼玉

大阪

吹田

山形

試合スケジュール
時	間 組合せ 時	間 組合せ

① 10:00 名古屋 ＶＳ 埼玉 ⑥ 12:30 名古屋 ＶＳ 大阪

② 10:30 大阪 ＶＳ 吹田 ⑦ 13:00 埼玉 ＶＳ 吹田

③ 11:00 名古屋 ＶＳ 山形 ⑧ 13:30 大阪 ＶＳ 山形

④ 11:30 埼玉 ＶＳ 大阪 ⑨ 14:00 名古屋 ＶＳ 吹田

⑤ 12:00 吹田 ＶＳ 山形 ⑩ 14:30 埼玉 ＶＳ 山形

山形

名古屋 吹田

埼玉 大阪
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予選リーグ会場別試合表
グループＣ 会場：宮城県サッカー場Ｃ 試合時間:

10分ハーフ

参加５チーム：	🅰 横浜BONOS　🅱 埼玉中央Ａ　🅲 宮城MJC　🅳 福山　🅴 ウォンバ＆ブラザーズ
チーム名 横浜 埼玉 宮城 福山 ウォンバ 勝 分 敗 勝点 得点 失点 得失点 順位

横浜

埼玉

宮城

福山

ウォンバ

試合スケジュール
時	間 組合せ 時	間 組合せ

① 10:00 横浜 ＶＳ 埼玉 ⑥ 12:30 横浜 ＶＳ 宮城

② 10:30 宮城 ＶＳ 福山 ⑦ 13:00 埼玉 ＶＳ 福山

③ 11:00 横浜 ＶＳ ウォンバ ⑧ 13:30 宮城 ＶＳ ウォンバ

④ 11:30 埼玉 ＶＳ 宮城 ⑨ 14:00 横浜 ＶＳ 福山

⑤ 12:00 福山 ＶＳ ウォンバ ⑩ 14:30 埼玉 ＶＳ ウォンバ

ウォンバ

横浜 福山

埼玉 宮城

グループＤ 会場：泉サッカー場 試合時間:
10分ハーフ

参加５チーム：	🅰 徳島　🅱 広島　🅲 刈谷　🅳 笠岡　🅴 新潟
チーム名 徳島 広島 刈谷 笠岡 新潟 勝 分 敗 勝点 得点 失点 得失点 順位

徳島

広島

刈谷

笠岡

新潟

試合スケジュール
時	間 組合せ 時	間 組合せ

① 10:00 徳島 ＶＳ 広島 ⑥ 12:30 徳島 ＶＳ 刈谷

② 10:30 刈谷 ＶＳ 笠岡 ⑦ 13:00 広島 ＶＳ 笠岡

③ 11:00 徳島 ＶＳ 新潟 ⑧ 13:30 刈谷 ＶＳ 新潟

④ 11:30 広島 ＶＳ 刈谷 ⑨ 14:00 徳島 ＶＳ 笠岡

⑤ 12:00 笠岡 ＶＳ 新潟 ⑩ 14:30 広島 ＶＳ 新潟

新潟

徳島 笠岡

広島 刈谷
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予選リーグ会場別試合表
グループＥ 会場：仙台市陸上競技場 試合時間:

10分ハーフ

参加５チーム：	🅰 東京Ａ　🅱 水戸　🅲 横浜COSMO　🅳 福岡　🅴 京都
チーム名 東京Ａ 水戸 横浜 福岡 京都 勝 分 敗 勝点 得点 失点 得失点 順位

東京Ａ

水戸

横浜

福岡

京都

試合スケジュール
時	間 組合せ 時	間 組合せ

① 10:00 東京Ａ ＶＳ 水戸 ⑥ 12:30 東京Ａ ＶＳ 横浜

② 10:30 横浜 ＶＳ 福岡 ⑦ 13:00 水戸 ＶＳ 福岡

③ 11:00 東京Ａ ＶＳ 京都 ⑧ 13:30 横浜 ＶＳ 京都

④ 11:30 水戸 ＶＳ 横浜 ⑨ 14:00 東京Ａ ＶＳ 福岡

⑤ 12:00 福岡 ＶＳ 京都 ⑩ 14:30 水戸 ＶＳ 京都

福岡

東京Ａ 横浜

水戸 横浜

グループＦ 会場：伊保石牧場グラウンド 試合時間:
10分ハーフ

参加５チーム：	🅰 富士　🅱 静岡Ｓ　🅲 米子　🅳 春日部　🅴 長浜
チーム名 富士 静岡Ｓ 米子 春日部 長浜 勝 分 敗 勝点 得点 失点 得失点 順位

富士

静岡Ｓ

米子

春日部

長浜

試合スケジュール
時	間 組合せ 時	間 組合せ

① 10:00 富士 ＶＳ 静岡Ｓ ⑥ 12:30 富士 ＶＳ 米子

② 10:30 米子 ＶＳ 春日部 ⑦ 13:00 静岡Ｓ ＶＳ 春日部

③ 11:00 富士 ＶＳ 長浜 ⑧ 13:30 米子 ＶＳ 長浜

④ 11:30 静岡Ｓ ＶＳ 米子 ⑨ 14:00 富士 ＶＳ 春日部

⑤ 12:00 春日部 ＶＳ 長浜 ⑩ 14:30 静岡Ｓ ＶＳ 長浜

宮城

富士 春日部

静岡Ｓ 米子
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グループＨ 会場：アディダススポーツパーク 試合時間:
15分ハーフ

参加４チーム：	🅰 仙台　🅱 法皇　🅲 浜松　🅳 栃木
チーム名 仙台 法皇 浜松 栃木 勝 分 敗 勝点 得点 失点 得失点 順位

仙台

法皇

浜松

栃木

試合スケジュール
時		間 組　合　せ

① 10:00 仙台 ＶＳ 法皇

② 10:45 浜松 ＶＳ 栃木

③ 11:30 仙台 ＶＳ 浜松

④ 13:00 法皇 ＶＳ 栃木

⑤ 13:45 仙台 ＶＳ 栃木

⑥ 14:30 法皇 ＶＳ 浜松

仙台 栃木

法皇 浜松

予選リーグ会場別試合表
グループＧ 会場：十三塚公園スポーツ施設 試合時間:

10分ハーフ

参加５チーム：	🅰 北九州　🅱 神戸　🅲 碧南　🅳 和歌山　🅴 福島
チーム名 北九州 神戸 碧南 和歌山 福島 勝 分 敗 勝点 得点 失点 得失点 順位

北九州

神戸

碧南

和歌山

福島

試合スケジュール
時	間 組合せ 時	間 組合せ

① 10:00 北九州 ＶＳ 神戸 ⑥ 12:30 北九州 ＶＳ 碧南

② 10:30 碧南 ＶＳ 和歌山 ⑦ 13:00 神戸 ＶＳ 和歌山

③ 11:00 北九州 ＶＳ 福島 ⑧ 13:30 碧南 ＶＳ 福島

④ 11:30 神戸 ＶＳ 碧南 ⑨ 14:00 北九州 ＶＳ 和歌山

⑤ 12:00 和歌山 ＶＳ 福島 ⑩ 14:30 神戸 ＶＳ 福島

福島

北九州 和歌山

神戸 碧南
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予選リーグ会場別試合表
グループＩ 会場：松島フットボールセンターＡ 試合時間:

15分ハーフ

参加４チーム：	🅰 秋田　🅱 日立アウローラ　🅲 藤枝Ｂ　🅳 堺高石
チーム名 秋田 日立 藤枝 堺 勝 分 敗 勝点 得点 失点 得失点 順位

秋田

日立

藤枝

堺

試合スケジュール
時		間 組　合　せ

① 10:00 秋田 ＶＳ 日立

② 10:45 藤枝 ＶＳ 堺

③ 11:30 秋田 ＶＳ 藤枝

④ 13:00 日立 ＶＳ 堺

⑤ 13:45 秋田 ＶＳ 堺

⑥ 14:30 日立 ＶＳ 藤枝

秋田 堺

日立 藤枝

グループＪ 会場：松島フットボールセンターＢ 試合時間:
15分ハーフ

参加４チーム：	🅰 藤枝Ａ　🅱 盛岡　🅲 鹿児島　🅳 日立SAKASA
チーム名 藤枝 盛岡 鹿児島 日立 勝 分 敗 勝点 得点 失点 得失点 順位

藤枝

盛岡

鹿児島

日立

試合スケジュール
時		間 組　合　せ

① 10:00 藤枝 ＶＳ 盛岡

② 10:45 鹿児島 ＶＳ 日立

③ 11:30 藤枝 ＶＳ 鹿児島

④ 13:00 盛岡 ＶＳ 日立

⑤ 13:45 藤枝 ＶＳ 日立

⑥ 14:30 盛岡 ＶＳ 鹿児島

藤枝 日立

盛岡 鹿児島
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予選リーグ会場別試合表
グループＫ 会場：松島運動公園 試合時間:

15分ハーフ

参加４チーム：	🅰 安城　🅱 金沢　🅲 焼津　🅳 枚方
チーム名 安城 金沢 焼津 枚方 勝 分 敗 勝点 得点 失点 得失点 順位

安城

金沢

焼津

枚方

試合スケジュール
時		間 組　合　せ

① 10:00 安城 ＶＳ 金沢

② 10:45 焼津 ＶＳ 枚方

③ 11:30 安城 ＶＳ 焼津

④ 13:00 金沢 ＶＳ 枚方

⑤ 13:45 安城 ＶＳ 枚方

⑥ 14:30 金沢 ＶＳ 焼津

安城 枚方

金沢 焼津


