
(    A      　　  )グループ

尚徳 法勝寺 湊山 加茂 日野・大山・名和 勝－分－負 勝ち点 得点 失点 得失点差 順位

尚徳 ○１－０ △１－１ ○２－１ ○９－０ ３－１－０ １０ １３ ２ ＋１１ １

法勝寺 ●０－１ ○４－３ ○２－１ ○５－０ ３－０－１ ９ １１ ５ ＋６ ２

湊山 △１－１ ●３－４ ○２－０ ○８－０ ２－１－１ ７ １４ ５ ＋９ ３

加茂 ●１－２ ●１－２ ●０－２ ○４－０ １－０－３ ３ ６ ６ ０ ４

日野・大山・名和 ●０－９ ●０－５ ●０－８ ●０－４ ０－０－４ ０ ０ ２６ －２６ ５

(      B    　　  )グループ

後藤ヶ丘 境二 境三 福生 中山 勝－分－負 勝ち点 得点 失点 得失点差 順位

後藤ヶ丘 ○3-0 ●0-2 ○5-2 ○13-0 3-0-1 9 21 4 +17 1

境二 ●0-3 ○2-1 ○5-2 ○14-0 3-0-1 9 21 6 +15 2

境三 ○2-0 ●1-2 ○5-3 ○11-0 3-0-1 9 19 5 +14 3

福生 ●２－５ ●2-5 ●3-5 ○6-0 1-0-3 3 13 15 -2 4

中山 ●0-13 ●0-14 ●0-11 ●0-6 0-0-4 0 0 44 -44 5

(   C        　　  )グループ

箕蚊屋 アミーゴ 美保 米子北斗 境一 勝－分－負 勝ち点 得点 失点 得失点差 順位

箕蚊屋 ○
5 - 0 △
0 - 0 ○
11 - 0 ○2－0 3-1-0 10 18 0 18 1

アミーゴ ●0 - 5 ●0－6 ○
8 - 0 ●0－1 1-0-3 3 8 12 -4 4

美保 △0 - 0 ○6－0 ○
14 - 2 △1 - 1 2-2-0 8 21 3 18 2

米子北斗 ●0－11 ●0 - 8 ●2－14 ●0 - 13 0-0-4 0 2 46 -44 5

境一 ●0－2 ○1－0 △
1 - 1 ○
13 - 0 2-1-1 7 14 3 11 3

(   D        　　  )グループ

淀江 弓ヶ浜 岸本 セリオ 東山 勝－分－負 勝ち点 得点 失点 得失点差 順位

淀江 ●１－１５ ●０－５ ●０－１０ ●０－６ 0-0-4 0 1 36 -35 5

弓ヶ浜 ○１５－１ ○１０－０ ○３－１ ○２－１ 4-0-0 12 30 3 27 1

岸本 ○５－０ ●０－１０ ●０－１３ ●０－９ 1-0-3 3 5 32 -28 4

セリオ ○１０－０ ●１－３ ○１３－０ ○１－０ 3-0-1 9 25 3 22 2

東山 ○６－０ ●１－２ ○９－０ ●０－１ 2-0-2 6 16 3 13 3

13-14年度　U-14大会　対戦表



(         A 　　  )グループ
会場 主審 副審 副審

9:00 湊山 日野・大山・名和 畑野 堀場 大下

11:00 加茂 法勝寺 清水 竹本 小林

9:00 法勝寺 日野・大山・名和 畑野 堀場 竹本

11:00 加茂 湊山 大下 林 梅田

9:00 加茂 日野・大山・名和 近藤 竹本 林

11:00 尚徳 湊山 畑野 清水 小林

　

9:00（練習試合） 加茂
法勝寺
尚徳

10:00 尚徳 法勝寺 （篠田） 畑野 堀場

9:00 法勝寺 湊山 畑野 堀場 近藤

11:00 尚徳 加茂 大下 竹本 （木村）

9:00（練習試合） 法勝寺
日野・大山・名

和

尚徳

10:00 尚徳 日野・大山・名和 大下 林 梅田第６節
１月１８日

（土）
尚徳

第４節
１２月２３日

（月）
尚徳

第５節
１月１２日

（日）
加茂

第２節
１２月１４日

（土）
加茂

第３節
１２月２１日

（土）
尚徳

13-14年度　U-14大会　日程表

日　時 対戦カード

第１節
１２月７日

（土）
加茂



(         Ｂ 　　  )グループ
会場 主審 副審 副審

9:30 後藤ヶ丘 境三 境二 境二 福生

11:00 福生 境二 境三 境三 後藤

9:30 福生 中山 境三 境三 境二

11:00 境三 境二 中山 福生 福生

9:30 境三 福生 後藤 後藤 中山

11:00 後藤ヶ丘 中山 境三 境三 福生

9:30 中山 境二 福生 後藤 後藤

11:00 福生 後藤ヶ丘 境二 境二 中山

9:30 境三 中山 後藤 後藤 境二

11:00 境二 後藤ヶ丘 境三 境三 中山

第６節

第４節 １２月２８日（土） 後藤ヶ丘

第５節 １月１８日（土）
ＷＩＮＳ

（境二Ｈｏｍe)

第２節 １２月１４日（土） 山香荘

第３節 １２月２１日（土） 後藤ヶ丘

13-14年度　U-14大会　日程表

日　時 対戦カード

第１節 １２月７日（土） 福生中



(    C    )グループ
会場 主審 副審 副審

13:00 アミーゴ 境一 美保 境一 アミーゴ

13:00 アミーゴ 美保 境一 アミーゴ 美保

10:00 北斗 境一 箕 箕 美保

12:30 美保 箕 北斗 境一 境一

10:00 境一 箕 北斗 境一 美保

12:30 美保 北斗 境一 箕 箕

10:00 美保 境一 アミーゴ アミーゴ 箕

12:30 アミーゴ 箕 美保 美保 アミーゴ

10:00 箕 北斗 境一 北斗 箕

10:00 北斗 境一 箕 箕 美保

12:30 美保 箕 北斗 境一 境一

※第３節の日程を１月１８日（土）に延期しました。
※１月１３日（月）、アミーゴの指導者がこれないため、
　　１２日（日）の境一と審判を入れ替えました。

第７節
1月18日

（土）
美保

第８節

第６節
1月13日

（月）
北斗

第４節
12月23日

（月）
北斗

第５節
1月12日

（日）
箕

第２節
12月15日

（日）
美保

第３節
12月21日

（土）
美保

13-14年度　U-14大会　日程表

日　時 対戦カード

第１節
12月14日

（土）
美保



(          Ｄ　　  )グループ
会場 主審 副審 副審

9:00 弓ヶ浜 東山 荊尾 戸野 元田

11:00
岸本
溝口

セリオ 中嶋 景山 太田

9:00
岸本
溝口

淀江 荊尾 中嶋 元田

11:00 セリオ 東山 伊豆賀 戸野 岡本

9:00 弓ヶ浜 淀江 中嶋 八幡 戸野

11:00 東山
岸本
溝口

山根 岡本 太田

　

9:00 弓ヶ浜
岸本
溝口

荊尾 岡本 元田

11:00 淀江 セリオ 山根 戸野 八幡

9:00 弓ヶ浜 セリオ 中嶋 景山 高島

11:00 東山 淀江 荊尾 元田 山根

第１節

1月25日（土）

日　時

第４節 1月18日（土）

13-14年度　U-14大会　日程表

12月14日（土）

岸本

セリオ第２節

12月7日（土）

東山

対戦カード

第６節

淀江

第３節 1月12日（日） 東山

第５節



(     A       　　  )グループ

尚徳 法勝寺 湊山 加茂 日野・大山・名和 勝－分－負 勝ち点 得点 失点 得失点差 順位

尚徳 ●１－２ 確認中 ０－0－１ 0 1 2 －１

法勝寺 ○２－１ △２－２ ●０－１ ○３－０ ２－１－１ ７ ７ ４ ＋３

湊山 △２－２ ●０－１ ○３－０ １－１－１ ４ ５ ３ ＋２

加茂 確認中 ○１－０ ○１－０ ２－0－０ 6 2 0 ＋２

日野・大山・名和 ●０－３ ●０－３ ０－０－１ ０ ０ ６ －６

(   B       　　  )グループ

後藤ヶ丘 境二 境三 福生 中山 勝－分－負 勝ち点 得点 失点 得失点差 順位

後藤ヶ丘

境二

境三

福生

中山

(   C       　　  )グループ

箕蚊屋 アミーゴ 美保 米子北斗 境一 勝－分－負 勝ち点 得点 失点 得失点差 順位

箕蚊屋

アミーゴ

美保

米子北斗

境一

(   D       　　  )グループ

淀江 弓ヶ浜 岸本 セリオ 東山 勝－分－負 勝ち点 得点 失点 得失点差 順位

淀江 ●１－２

弓ヶ浜 ○２－１ ●０－１

岸本

セリオ

東山 ○１－０

13-14年度　U-13大会　対戦表


