
    2013 第27回読売旗争奪中西讃地区ジュニアサッカー大会　6年生の部

※※※※ ３月３０日(土)予選リーグ組み合わせ３月３０日(土)予選リーグ組み合わせ３月３０日(土)予選リーグ組み合わせ３月３０日(土)予選リーグ組み合わせ

① 4444 － 1111 6666 － 0000

② 2222 － 2222 1111 － 3333

③ 4444 － 1111 4444 － 3333

④ 4444 － 0000 0000 － 7777

⑤ 4444 － 0000 2222 － 1111

⑥ 3333 － 3333 1111 － 7777

① 4444 － 2222 14141414 － 0000

② 1111 － 1111 6666 － 1111

③ 2222 － 1111 1111 － 4444

④ 0000 － 3333 2222 － 1111

⑤ 3333 － 0000 11111111 － 0000

⑥ 0000 － 3333 0000 － 5555

① 3333 － 1111 0000 － 7777

② 2222 － 1111 0000 － 7777

③ 5555 － 1111 1111 － 2222

④ 1111 － 0000 1111 － 0000

⑤ 6666 － 1111 0000 － 10101010

⑥ 0000 － 1111 5555 － 0000

① 7777 － 0000 1111 － 3333

② 4444 － 0000 0000 － 4444

③ 2222 － 1111 4444 － 1111

④ 1111 － 4444 1111 － 0000

⑤ 7777 － 1111 0000 － 1111

⑥ 0000 － 3333 3333 － 2222

11:50 朝比奈(Ｂ） ＮＳＰ(Ｗ） 宇多津 城南

綾南(Ａ） 宇多津

城南13:50 朝比奈(Ｂ） グローサ(Ｂ） 宇多津 綾南(Ａ）

13:00 豊浜 ＮＳＰ(Ｗ） グローサ(Ａ） 城南

グローサ(Ａ）

グローサ(Ａ） 綾南(Ａ）

ＮＳＰ(Ｗ） 豊浜

綾南(Ａ） 城南

宇多津 グローサ(Ａ）

11:00 豊浜 グローサ(Ｂ） グローサ(Ａ） 綾南(Ａ） 城南 宇多津

9:50 グローサ(Ｂ） ＮＳＰ(Ｗ） 綾南(Ａ） 城南

9:00 豊浜 朝比奈(Ｂ） グローサ(Ａ） 宇多津グローサ(Ｂ） ＮＳＰ(Ｗ）

朝比奈(Ｂ）

丸亀ＦＣ(Ｈ） パステル

13:50 綾歌 三豊 パステル 丸亀ＦＣ(Ｈ）郡家(Ｂ） 柞田 朝比奈(Ａ） 綾南(Ｂ）

13:00 柞田 郡家(Ｂ） 綾南(Ｂ） 朝比奈(Ａ）

パステル 朝比奈(Ａ）

三豊 綾歌

綾南(Ｂ） パステル三豊 郡家(Ｂ）

綾歌

柞田 三豊

丸亀ＦＣ(Ｈ） 朝比奈(Ａ）

大野原 東部

柞田

13:50 まんのう 丸亀ＦＣ(Ａ） 東部 大野原郡家(Ａ） 坂出 常磐 丸亀ＦＣ(Ｆ）

丸亀ＦＣ(Ｈ） 朝比奈(Ａ）

パステル 綾南(Ｂ）

9:00 柞田 綾歌

9:50 三豊 郡家(Ｂ）

13:00 坂出 郡家(Ａ） 丸亀ＦＣ(Ｆ） 常磐

11:50 まんのう 郡家(Ａ） 東部 常磐

丸亀ＦＣ(Ａ） まんのう

飯山

丸亀ＦＣ(Ａ） 郡家(Ａ） 大野原

13:00 エスポ 詫間 仁尾

11:00 坂出 丸亀ＦＣ(Ａ） 丸亀ＦＣ(Ｆ） 大野原郡家(Ａ） まんのう

9:50 丸亀ＦＣ(Ａ） 郡家(Ａ） 大野原 常磐坂出まんのう

時間 多度津山　Ｂ

11:50 ＮＳＰ(Ｓ） 詫間 城北 飯山

たどつ ＮＳＰ(Ｓ）

9:00 坂出 まんのう 丸亀ＦＣ(Ｆ） 東部

エスポ

ＮＳＰ(Ｓ）

たどつ

飯山

13:50 ＮＳＰ(Ｓ） たどつ 城北 城東詫間 エスポ

城東 飯山9:00 エスポ ＮＳＰ(Ｓ） 仁尾 城北たどつ 詫間

補助時間 多度津山　Ａ 主審 補助 飯山グランド 主審

主審 補助

豊浜

ＮＳＰ(Ｗ） 朝比奈(Ｂ）

豊浜 グローサ(Ｂ）

グローサ(Ｂ） 朝比奈(Ｂ）

城北

11:00 エスポ たどつ 仁尾 城東詫間

9:50 たどつ 詫間 城東 飯山ＮＳＰ(Ｓ） エスポ

時間 土器川　Ｅ 土器川　Ｆ主審 補助 主審 補助

時間 多度津山　Ｃ 多度津山　Ｄ

朝比奈(Ａ） パステル

綾南(Ｂ） 丸亀ＦＣ(Ｈ）

11:00 柞田 三豊 綾南(Ｂ） 丸亀ＦＣ(Ｈ）郡家(Ｂ） 綾歌

11:50 綾歌 郡家(Ｂ）

主審 補助

主審 補助 主審 補助

仁尾

城北

城東

城東 城北

仁尾

坂出 丸亀ＦＣ(Ａ）

常磐 東部

丸亀ＦＣ(Ｆ） 大野原

常磐

東部 丸亀ＦＣ(Ｆ）

飯山

土器川　Ｄ

仁尾


