
○勝ち（勝点３）　△ＰＫ勝ち（勝点２）　▲ＰＫ負け（勝点１）　×負け（勝点０）

【Ｄ１西部Aリーグ】　９月５日（土）ＡＭ　 【Ｄ２西部Ｄリーグ】　９月５日（土）ＡＭ　
対戦相手 対戦相手

チーム名 チーム名

１　セリオA  A1 A3 １５　山蹴 A2 A4

２　境 B3 １６　伯仙 B4

B1 B2

【Ｄ１西部Bリーグ】　９月５日（土）ＰＭ　 【Ｄ２西部Ｅリーグ】　９月６日（日）ＰＭ　
対戦相手 対戦相手

チーム名 チーム名

５　トレイスA A5 A6 １９　南部 B10 B11

６　渡 B6 ２０　アミーゴ B12

B5 A11

A7 A12

９　淀江 ２３　東山

【Ｄ１西部Ｃリーグ】　９月６日（日）　ＡＭ　 県大会出場チーム
対戦相手

チーム名

１０　トレイスB A8 A9 第2代表

１１　住吉 B9 第3代表

B8 第4代表

A10 第5代表

１４　ドミーニ 第6代表

（Ｄ１西部Bリーグ１位）

（Ｄ１西部Cリーグ１位）

（Ｄ１西部Ａリーグ２位）

（Ｄ１西部Ｂリーグ２位）

（Ｄ１西部Cリーグ２位）

順　位

（Ｄ１西部Aリーグ１位）

３ 勝点

１４ １５

１７　箕蚊屋

１８　福米西

１ ４

１７ 勝点

失点

総得点失点

第23回鳥取県U-10サッカー大会　西部地区予選組み合わせ（会場：鳥取県フットボールセンター大山）

３　就将

４　福米東　

失点 失点３１ 総得点２ ４ ２得失点差 総得点勝点順　位

１３　尚徳

第1代表

１２　セリオB

１３ 勝点 総得点１６ １７ 得失点差 順　位

８　加茂

１３

得失点差

１３ １４ １５ １６ １７ 勝点

７　明道

２２　福生東

得失点差 順　位総得点 順　位失点 得失点差１６

２１　弓ヶ浜

１４ １５



試合番号 審判 試合番号 審判

9:00 ～ 9:35 A1 セリオA - 境 トレイスA
渡 B1 就将 - 福米東 明道

加茂

9:55 ～ 10:30 A2 山蹴 - 伯仙 淀江
トレイスA B2 箕蚊屋 - 福米西 渡

明道

10:50 ～ 11:25 A3 福米東 - セリオA 加茂
淀江 B3 境 - 就将 伯仙

箕蚊屋

11:45 ～ 12:20 A4 福米西 - 山蹴 セリオA
境 B4 伯仙 - 箕蚊屋 就将

福米東

13:30 ～ 14:05 A5 トレイスA - 渡 山蹴
伯仙 B5 明道 - 加茂 箕蚊屋

福米西

15:00 ～ 15:35 A6 淀江 - トレイスA 福米東
セリオA B6 渡 - 明道 境

就将

16:30 ～ 17:05 A7 加茂 - 淀江 福米西
山蹴 B7 -

試合番号 審判 試合番号 審判

9:00 ～ 9:35 A8 トレイスB - 住吉 南部
アミーゴ B8 セリオB - 尚徳 福生東

東山

10:30 ～ 11:05 A9 ドミーニ - トレイスB 東山
南部 B9 住吉 - セリオB アミーゴ

弓ヶ浜

12:00 ～ 12:35 A10 尚徳 - ドミーニ 弓ヶ浜
福生東 B10 南部 - アミーゴ トレイスB

住吉

13:30 ～ 14:05 A11 弓ヶ浜 - 福生東 セリオB
尚徳 B11 東山 - 南部 ドミーニ

トレイスB

15:00 ～ 15:35 A12 福生東 - 東山 住吉
セリオB B12 アミーゴ - 弓ヶ浜 尚徳

ドミーニ

第23回鳥取県U-10サッカー大会　西部地区予選スケジュール（会場：鳥取県フットボールセンター大山）

試合時間（15-5-15　約35分） 対戦カード 対戦カード

 ９月５日（土）

Ａコート（海側） Ｂコート（山側）

 ９月６日（日）

（Ａコート） （Ｂコート）

試合時間（15-5-15　約35分） 対戦カード 対戦カード


