
■7月30日(水)

試合時刻

正智深谷（Ａ） ｖｓ 三鷹（Ｂ） 高崎ＳＣ ｖｓ ラルクヴェール 両国 ｖｓ 高崎ＦＣ トレーロス ｖｓ コルージャ（Ｂ）

コンフィアール ｖｓ LONDRINA ブランコ ｖｓ コルージャ（Ａ） アウル ｖｓ トリプレッタＳＣ 足利 ｖｓ 正智深谷（Ｂ）

正智深谷（Ａ） ｖｓ レジェンド熊谷 高崎ＳＣ ｖｓ 湘南リーヴレ 両国 ｖｓ 三鷹（Ａ） トレーロス ｖｓ ＪＯＧＡＤＯＲＥ

三鷹（Ｂ） ｖｓ コンフィアール ラルクヴェール ｖｓ ブランコ 高崎ＦＣ ｖｓ アウル コルージャ（Ｂ） ｖｓ 足利

LONDRINA ｖｓ レンジェンド熊谷 コルージャ（Ａ） ｖｓ 湘南リーヴレ トリプレッタＳＣ ｖｓ 三鷹（Ａ） 正智深谷（Ｂ） ｖｓ ＪＯＧＡＤＯＲＥ

■7月31日(木)

試合時刻

コルージャ（Ｂ） ｖｓ ＪＯＧＡＤＯＲＥ 正智深谷（Ａ） ｖｓ コンフィアール 高崎ＳＣ ｖｓ ブランコ 高崎ＦＣ ｖｓ 三鷹（Ａ）

トレーロス ｖｓ 正智深谷（Ｂ） 三鷹（Ｂ） ｖｓ レジェンド熊谷 ラルクヴェール ｖｓ 湘南リーヴレ 両国 ｖｓ トリプレッタＳＣ

足利 ｖｓ ＪＯＧＡＤＯＲＥ 正智深谷（Ａ） ｖｓ LONDRINA 高崎ＳＣ ｖｓ コルージャ（Ａ） アウル ｖｓ 三鷹（Ａ）

コルージャ（Ｂ） ｖｓ 正智深谷（Ｂ） コンフィアール ｖｓ レジェンド熊谷 ブランコ ｖｓ 湘南リーヴレ 高崎ＦＣ ｖｓ トリプレッタＳＣ

トレーロス ｖｓ 足利 三鷹（Ｂ） ｖｓ LONDRINA ラルクヴェール ｖｓ コルージャ（Ａ） 両国 ｖｓ アウル

TM TM TM TM

Aグループ3位 ⑤ Ｂグループ3位 Ｃグループ3位 ⑥ Ｄグループ3位 Ａグループ4位 ⑦ Ｂグループ4位 Ｃグループ4位 ⑧ Ｄグループ4位

ｖｓ ｖｓ ｖｓ ｖｓ

Aグループ1位 ① Ｂグループ1位 Ｃグループ1位 ② Ｄグループ1位 Ａグループ2位 ③ Ｂグループ2位 Ｃグループ2位 ④ Ｄグループ2位

ｖｓ ｖｓ ｖｓ ｖｓ

※14：50～のTMは15：55迄とし、16：00～の試合を優先してください。

■8月1日(金)

試合時刻

⑦の勝者 ⑭ ⑧の勝者 ⑦の敗者 ⑬ ⑧の敗者 Ａグループ5位 ⑨ Ｂグループ5位 Ｃグループ5位 ⑩ Ｄグループ5位

ｖｓ ｖｓ ｖｓ ｖｓ

③の勝者 ⑱ ④の勝者 ③の敗者 ⑰ ④の敗者 ⑤の勝者 ⑯ ⑥の勝者 ⑤の敗者 ⑮ ⑥の敗者

ｖｓ ｖｓ ｖｓ ｖｓ

①の勝者 ⑳ ②の勝者 ①の敗者 ⑲ ②の敗者 ⑨の敗者 ⑪ ⑩の敗者 ⑨の勝者 ⑫ ⑩の勝者

ｖｓ ｖｓ ｖｓ ｖｓ

※１２：３０完全終了となります。

ピッチ3

主審：本部/野戸俊佑

主審：本部/野戸俊佑 主審：本部/萩森朝也

主審：本部/佐藤悠太 主審：本部/萩森朝也 主審：本部/朝倉一成 主審：本部/佐藤寛斗

主審：本部/佐藤寛斗 主審：本部/佐藤悠太 主審：本部/萩森朝也

主審：本部/朝倉一成 主審：本部/佐藤悠太 主審：本部/野戸俊佑 主審：本部/萩森朝也

主審：双方 主審：双方

主審：本部/朝倉一成

ピッチ1 ピッチ2

主審：本部/野戸俊佑

主審：本部/今井麦

主審：本部/佐藤悠太

主審：本部/朝倉一成 主審：本部/佐藤悠太 主審：本部/萩森朝也 主審：本部/佐藤寛斗

主審：本部/コンフィアール 主審：本部/朝倉一成

主審：本部佐藤悠太

主審：本部/野戸俊佑 主審：本部/萩森朝也 主審：本部/朝倉一成

主審：本部/佐藤悠太 主審：本部/萩森朝也 主審：本部/野戸俊佑

ピッチ4

主審：双方

主審：本部/トレーロス

主審：本部/佐藤寛斗

主審：本部/佐藤寛斗

主審：本部/萩森朝也

主審：本部　/朝倉一成 主審：本部/野戸俊佑 主審：本部/トリプレッタＳＣ 主審：本部/萩森朝也

主審：本部　/コンフィアール

U-15.16大会・スケジュール

ピッチ1 ピッチ2 ピッチ3 ピッチ4

ピッチ1 ピッチ2 ピッチ3

主審：本部　/佐藤悠太 主審：本部/朝倉一成 主審：本部/佐藤寛斗 主審：本部/萩森朝也

主審：本部　/佐藤悠太 主審：本部/湘南 主審：本部/佐藤寛斗

主審：本部/湘南

主審：本部/今井麦

主審：本部　/佐藤悠太 主審：本部/野戸俊佑 主審：本部/佐藤寛斗

ピッチ4

主審：本部/今井麦 主審：本部/佐藤寛斗

主審：双方

主審：本部/朝倉一成 主審：本部/佐藤悠太

主審：本部/萩森朝也 主審：本部/朝倉一成 主審：本部/野戸俊佑

主審：本部/萩森朝也
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