
【大会２日目：８月２５日（日）】

Ａ：島原市営平成町人工芝グラウンド（山側）

順 区　分 試合開始時刻

Ａ１ ２回戦 １０：００～ 高　田　中 ｏｒ 吾　妻　中 ＶＳ キックスＦＣ ｏｒ 川　棚　中

Ａ２ ２回戦 １１：２０～ 長崎大学附属中 ｏｒ アイランズＦＣ ＶＳ 時　津　中 ｏｒ 三　和　中

Ａ３ ２回戦 １２：４０～ 岩　屋　中 ｏｒ 佐世保ＦＣ ＶＳ 広　田　中 ｏｒ 長崎東中

Ａ４ ２回戦 １４：００～ 東長崎中 ｏｒ 諫　早　中 ＶＳ 西大村中 ｏｒ 淵　中

Ａ５ ２回戦 １５：２０～ 橘　中 ｏｒ 早　岐　中 ＶＳ 島原三中 ｏｒ 茂　木　中

Ｂ：島原市営平成町人工芝グラウンド（海側）

順 区　分 試合開始時刻

Ｂ１ ２回戦 １０：００～ 郡　中 ｏｒ 緑が丘中 ＶＳ 瑞　穂　中 ｏｒ 小　野　中

Ｂ２ ２回戦 １１：２０～ 田　平　中 ｏｒ 飯　盛　中 ＶＳ 長与二中 ｏｒ ＣＥＲＥＪＡ　ＦＣ

Ｂ３ ２回戦 １２：４０～ 西　泊　中 ｏｒ 相　浦　中 ＶＳ 有　明　中 ｏｒ 彼　杵　中

Ｂ４ ２回戦 １４：００～ 西浦上中 ｏｒ 小　浜　中 ＶＳ 中　里　中 ｏｒ 戸　町　中

Ｂ５ ２回戦 １５：２０～ 北有馬中 ｏｒ 小　島　中 ＶＳ 喜々津中 ｏｒ ＦＣ雲仙

Ｃ：島原市営平成町多目的広場北側（芝）

順 区　分 試合開始時刻

Ｃ１ ２回戦 １０：００～ 中　部中 ｏｒ 長崎日本大学中 ＶＳ 真　城　中 ｏｒ 山　澄　中

Ｃ２ ２回戦 １１：２０～ 大　崎　中 ｏｒ 山　里　中 ＶＳ 桜が原中 ｏｒ 土井首中

Ｃ３ ２回戦 １２：４０～ 佐世保北中 ｏｒ 鳴　北　中 ＶＳ 西　海　中 ｏｒ 長　与　中

Ｃ４ ２回戦 １４：００～ 島原二中 ｏｒ 小江原中 ＶＳ スネイルＳＣ ｏｒ 愛　宕　中

Ｄ：島原市営平成町多目的広場中央（芝）

順 区　分 試合開始時刻

Ｄ１ ２回戦 １０：００～ ＫＡＭＩＧＯＴＯ　ＦＣ ｏｒ 南　部　中 ＶＳ 国　見　中 ｏｒ 西有家中

Ｄ２ ２回戦 １１：２０～ 口之津中 ｏｒ 琴　海　中 ＶＳ 生　月　中 ｏｒ 佐　々　中

Ｄ３ ２回戦 １２：４０～ 森　山　中 ｏｒ 清　水　中 ＶＳ 三　会　中 ｏｒ 中　野　中

Ｄ４ ２回戦 １４：００～ 黒髪ＦＣ ｏｒ 大　村　中 ＶＳ 崎　辺　中 ｏｒ 小ヶ倉中

Ｅ：島原市営平成町多目的広場南側（クレー）

順 区　分 試合開始時刻

Ｅ１ ２回戦 １０：００～ 精道三川台中 ｏｒ 壱岐ＳＣ ＶＳ 有　家　中 ｏｒ 平　戸　中

Ｅ２ ２回戦 １１：２０～ 福　田　中 ｏｒ 三川内中 ＶＳ 世知原中 ｏｒ 北諫早中

Ｅ３ ２回戦 １２：４０～ ナガサキアシスト ｏｒ 日　野　中 ＶＳ 明　峰　中 ｏｒ 祗　園　中

Ｅ４ ２回戦 １４：００～ 香　焼　中 ｏｒ 高　来　中 ＶＳ ジュラーレ佐世保 ｏｒ 長崎ドリームＦＣ

Ｅ５ ２回戦 １５：２０～ 波佐見中 ｏｒ 横　尾　中 ＶＳ 大　野　中 ｏｒ 長崎ＦＣ

Ｍ：南島原市深江運動場

順 区　分 試合開始時刻

Ｍ１ ２回戦 １０：００～ 大瀬戸中 ｏｒ チューリップＦＣ ＶＳ 滑　石　中 ｏｒ 厳原ＦＣ

Ｍ２ ２回戦 １１：２０～ 小佐々中 ｏｒ 三　重　中 ＶＳ 宇　久　中 ｏｒ 深　堀　中

Ｍ３ ２回戦 １２：４０～ 長崎レインボーＳＣ ｏｒ 青　雲　中 ＶＳ 有　喜　中 ｏｒ 日　宇　中

Ｍ４ ２回戦 １４：００～ 東　明　中 ｏｒ 梅香崎中 ＶＳ 西諫早中 ｏｒ 黒　崎　中

Ｍ５ ２回戦 １５：２０～ 深　江　中 ｏｒ 江　迎　中 ＶＳ 桜馬場中 ｏｒ 玖　島　中
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