
第１９回鳥取県少年サッカーU-11大会西部地区予選　スケジュール

11月28日（土） 鳥取県フットボールセンター大山　夕陽の丘神田

試合時間 試合番号 審判 試合番号 審判

9:00～9:41 A1 就将 - 箕蚊屋 　A3（南部、日南） B1 東山 - 明道 　B2（福生東、渡）

9:50～10:31 A2 山蹴 - 外江 　A1（就将、箕蚊屋） B2 福生東 - 渡 　B1（東山、明道）

10:40～11:21 A3 南部 - 日南 　A6（明道、加茂） B3 就将 - アミーゴ 　B4（山蹴、渡）

11:30～12:11 A4 東山 - 加茂 　A5（南部、境） B4 山蹴 - 渡 　B3（就将、アミーゴ）

12:20～13:01 A5 南部 - 境 　A4（東山、加茂） B5 箕蚊屋 - アミーゴ 　B6（外江、福生東）

13:10～13:51 A6 明道 - 加茂 　A7（日南、境） B6 外江 - 福生東 　B5（箕蚊屋、アミーゴ）

14:00～14:41 A7 日南 - 境 　A2（山蹴、外江） B7

14:50～15:31 A8 B8

11月29日（日） 鳥取県フットボールセンター大山　夕陽の丘神田

試合時間 試合番号 審判 試合番号 審判

9:00～9:41 A9 福米西 - 住吉 　A10（伯仙、弓ヶ浜） B9 トレイス - 淀江 　B10（ドミーニ、尚徳）

9:50～10:31 A10 伯仙 - 弓ヶ浜 　A9（福米西、住吉） B10 ドミーニ - 尚徳 　B9（トレイス、淀江）

10:40～11:21 A11 福米西 - トレイス 　A12（伯仙、福米東） B11 住吉 - 淀江 　B12（ドミーニ、彦名）

11:30～12:11 A12 伯仙 - 福米東 　A11（福米西、トレイス） B12 ドミーニ - 彦名 　B11（住吉、淀江）

12:20～13:01 A13 セリオ - 河崎 　A14（福米西、淀江） B13 義方 - 崎津 　B14（住吉、トレイス）

13:10～13:51 A14 福米西 - 淀江 　A13（セリオ、河崎） B14 住吉 - トレイス 　B13（義方、崎津）

14:00～14:41 A15 弓ヶ浜 - 福米東 　A16（セリオ、崎津） B15 尚徳 - 彦名 　B16（河崎、義方）

14:50～15:31 A16 セリオ - 崎津 　A15（弓ヶ浜、福米東） B16 河崎 - 義方 　B15（尚徳、彦名）

対戦カード 対戦カード

Ａコート Ｂコート

Ａコート Ｂコート

対戦カード 対戦カード



第１９回鳥取県少年サッカーU-11大会西部地区予選　組み合わせ 全29試合

D1
11月29日（日） 11月28日（土）

福米西 住吉 トレイス 淀江 就将 箕蚊屋 アミーゴ

1 福米西 A9 A11 A14 11 就将 A1 B3

2 住吉 B14 B11 12 箕蚊屋 B5

3 トレイス B9 13 アミーゴ

4 淀江

11月29日（日） 11月28日（土）

伯仙 弓ヶ浜 福米東 東山 明道 加茂

5 伯仙 A10 A12 14 東山 B1 B4

6 弓ヶ浜 A15 15 明道 B6

7 福米東 16 加茂

11月28日（土） 11月29日（日）

南部 日南 境 ドミーニ 尚徳 彦名

8 南部 A3 A5 17 ドミーニ B10 B12

9 日南 A7 18 尚徳 B15

10 境 19 彦名

D2

11月28日（土） 11月29日（日）

山蹴 外江 福生東 渡 セリオ 河崎 義方 崎津

F1 山蹴 A2 B4 F5 セリオ A13 A16

F2 外江 B6 F6 河崎 B16

F3 福生東 B2 F7 義方 B13

F4 渡 F8 崎津

グループF2グループF1

グループ1 グループ4

グループ2 グループ5

グループ3 グループ6


