
順 時刻 対戦１ 対 対戦２ 順 時刻 対戦１ 対 対戦２

予A1 9:15 美郷 対 神岡B 仁井田A 十文字 予B1 9:15 六郷 対 横手A 勝平 西仙北A

予A2 9:30 中仙おおた 対 十文字 美郷 神岡B 予B2 9:30 花館 対 西仙北A 六郷 横手A

予A3 9:45 田沢湖 対 横手B 中仙おおた 十文字 予B3 9:45 大曲 対 湯沢B 花館 西仙北A

予A4 10:00 湯沢A 対 西仙北B 田沢湖 横手B 予B4 10:00 神岡A 対 本荘南B 大曲 湯沢B

予A5 10:15 本荘南A 対 美郷 湯沢A 西仙北B 予B5 10:15 仁井田B 対 六郷 神岡A 本荘南B

予A6 10:30 仁井田A 対 中仙おおた 本荘南A 美郷 予B6 10:30 勝平 対 花館 仁井田B 六郷

予A7 10:45 神岡B 対 田沢湖 仁井田A 中仙おおた 予B7 10:45 横手A 対 大曲 勝平 花館

予A8 11:00 十文字 対 湯沢A 神岡B 田沢湖 予B8 11:00 西仙北A 対 神岡A 横手A 大曲

予A9 11:15 横手B 対 本荘南A 十文字 湯沢A 予B9 11:15 湯沢B 対 仁井田B 西仙北A 神岡A

予A10 11:30 西仙北B 対 仁井田A 横手B 本荘南A 予B10 11:30 本荘南B 対 勝平 湯沢B 仁井田B

予A11 11:45 美郷 対 田沢湖 西仙北B 仁井田A 予B11 11:45 六郷 対 大曲 本荘南B 勝平

予A12 12:00 中仙おおた 対 湯沢A 美郷 田沢湖 予B12 12:00 花館 対 神岡A 六郷 大曲

予A13 12:15 神岡B 対 横手B 中仙おおた 湯沢A 予B13 12:15 横手A 対 湯沢B 花館 神岡A

予A14 12:30 十文字 対 西仙北B 神岡B 横手B 予B14 12:30 西仙北A 対 本荘南B 横手A 湯沢B

予A15 12:45 田沢湖 対 本荘南A 十文字 西仙北B 予B15 12:45 大曲 対 仁井田B 西仙北A 本荘南B

予A16 13:00 湯沢A 対 仁井田A 田沢湖 本荘南A 予B16 13:00 神岡A 対 勝平 大曲 仁井田B

予A17 13:15 横手B 対 美郷 湯沢A 仁井田A 予B17 13:15 湯沢B 対 六郷 神岡A 勝平

予A18 13:30 西仙北B 対 中仙おおた 横手B 美郷 予B18 13:30 本荘南B 対 花館 湯沢B 六郷

予A19 13:45 本荘南A 対 神岡B 西仙北B 中仙おおた 予B19 13:45 仁井田B 対 横手A 本荘南B 花館

予A20 14:00 仁井田A 対 十文字 本荘南A 神岡B 予B20 14:00 勝平 対 西仙北A 仁井田B 横手A

順A21 14:40 A5位 対 B5位 A1位 B1位 順B21 14:40 C5位 対 D5位 C1位 D1位

順A22 15:05 A4位 対 B4位 A5位 B5位 順B22 15:05 C4位 対 D4位 C5位 D5位

順A23 15:30 A3位 対 B3位 A4位 B4位 順B23 15:30 C3位 対 D3位 C4位 D4位

順A24 15:55 A2位 対 B2位 A3位 B3位 順B24 15:55 C2位 対 D2位 C3位 D3位

順A25 16:20 A1位 対 B1位 A2位 B2位 順B25 16:20 C1位 対 D1位 C2位 D2位

閉会式　 16：50 ～　　　　　閉会式　 16：50 ～　　　　　閉会式　 16：50 ～　　　　　閉会式　 16：50 ～　　　　　

審判(主・予は協議） 審判(主・予は協議）

第6回　美郷キッズサッカー大会　Ｕ10の部　日程

試合時間　：　予選リーグ12分1本　　順位決定戦10分－2分－10分試合時間　：　予選リーグ12分1本　　順位決定戦10分－2分－10分試合時間　：　予選リーグ12分1本　　順位決定戦10分－2分－10分試合時間　：　予選リーグ12分1本　　順位決定戦10分－2分－10分

Ａコート：左側　☆プレミアリーグプレミアリーグプレミアリーグプレミアリーグ Ｂコート：右側(グランドゴルフ場側）　☆ブンデスリーガブンデスリーガブンデスリーガブンデスリーガ


