
11:00 ソレッソU14 vs エクセデールA FCKオレンジ vs ヴィテスU14 ヴィテスU13 vs ソレッソU13

12:10 ひびきU14 vs 長崎南山U14 FCKサックス vs カメリアU14 ヴィテスU13 vs ソレッソU13 ブルーウィングU13Avs エクセデールU14B

13:20 ソレッソU14 vs ヴィテスU14 FCKオレンジ vs エクセデールA ヴィテスU13 vs 長崎南山U13 Free vs Free

14:30 ひびきU14 vs カメリアU14 FCKサックス vs 長崎南山U14 ヴィテスU13 vs ブルーウィングU13 長崎南山U13A vs エクセデールU14B

15:40 ヴィテスU14 vs エクセデールA FCKオレンジ vs ソレッソU14 ヴィテスU13 vs ソレッソU13 Free vs Free

16:50 長崎南山U14 vs カメリアU14 FCKサックス vs ひびきU14 ヴィテスU13 vs ブルーウィングU13 長崎南山U13 ソレッソU13

8:30 FCKオレンジ vs エクセデールA 長崎南山U14 vs ソレッソU14 VIVO U14 vs エクセデールB ヴィテスU13 vs 長崎南山U13

9:40 ひびきU14 vs レタドールU14 ヴィテスU14 vs 太陽玉名U14 レヴォーナU14 vs ブルーウィングU14ブルーウィングU13vs レヴォーナU13

10:50 バディーU14 vs エクセデールA FCKサックス vs エクセデールB カメリアU14 vs ソレッソU14 太陽鹿児島U13 vs 長崎南山U13

12:00 FCKオレンジ vs 太陽国分U14 長崎南山U14 vs 太陽鹿児島U14 VIVO U14 vs リヴェントU14 ブルーウィングU13vs 太陽国分U13

13:10 バディーU14 vs ひびきU14 FCKサックス vs ヴィテスU14 カメリアU14 vs レヴォーナU14 ヴィテスU13 vs レヴォーナU13

14:20 FCKオレンジ vs レタドールU14 長崎南山U14 vs 太陽玉名U14 VIVO U14 vs ブルーウィングU14 ソレッソU13 vsブルーウィングU13

15:30 太陽国分U14 vs ひびきU14 太陽鹿児島U14 vs ヴィテスU14 リヴェントU14 vs レヴォーナU14 太陽国分U13 vs 長崎南山U13

16:40 レタドールU14 vs バディーU14 太陽玉名U14 vs FCKサックス ブルーウィングU14 vs カメリアUI14 ヴィテスU13 vs 太陽鹿児島U13

ソレッソU13 vs レヴォーナU13

第１グラウンド 第２グラウンド 第３グラウンド

２０１８　SORRISO熊本　中津江フェスティバル　対戦表

８月８日
(水)

８月７日
(火)

第１グラウンド 第２グラウンド 第３グラウンド 第６グラウンド

30分-5分－30分

U14　30分－5分－30分

第６グラウンド

U13　25分－5分－25分



8:30 レヴォーナU14 vs ひびきU14 ブルーウィングU14 vs ヴィテスU14 太陽鹿児島U14 vs ソレッソU14 太陽国分U13 vs ヴィテスU13

9:40 カメリアU14 vs 太陽玉名U14 VIVO U14 vs 太陽国分U14 FCKオレンジ vs リヴェントU14 レヴォーナU13 vs 太陽鹿児島U13

10:50 FCKサックス vs レヴォーナU14 レタドールU14 vs ブルーウィングU14 バディーU14 vs 太陽鹿児島U14 ソレッソU13 vs ヴィテスU13

12:00 ひびきU14 vs カメリアU14 ヴィテスU14 vs VIVO U14 ソレッソU14 vs FCKオレンジ 太陽国分U13 vs ソレッソU13

13:10 ひびきU14 vs FCKサックス ヴィテスU14 vs レタドールU14 ソレッソU14 vs バディーU14 ソレッソU13 vs レヴォーナU13

14:20 レヴォーナU14 vs 太陽玉名U14 ブルーウィングU14 vs 太陽国分U14 太陽鹿児島U14 vs リヴェントU14 太陽鹿児島U13 vs ヴィテスU13

15:30 カメリアU14 vs FCKサックス VIVO U14 vs レタドールU14 FCKオレンジ vs バディーU14 太陽国分U13 vs レヴォーナU13

16:40 太陽玉名U14 vs リヴェントU14 Free vs 太陽国分 Free vs Free ソレッソU13 vs ヴィテスU13

8:30 リヴェントU14 vs 太陽国分U14 太陽鹿児島U14 vs カメリアU14 レヴォーナU13 vs 太陽鹿児島U13

9:40 FCKオレンジ vs レヴォーナU14 太陽玉名U14 vs バディーU14 ソレッソU13 vs 太陽国分U13

10:50 ソレッソU14 vs レタドールU14 FCKサックス vs リヴェントU14 ソレッソU13 vs 太陽鹿児島U13

12:00 太陽鹿児島U14 vs レヴォーナU14 太陽国分U14 vs カメリアU14 レヴォーナU13 vs 太陽国分U13

13:10 FCKオレンジ vs バディーU14

14:20 FCKサックス vs レタドールU14

15:30 ソレッソU14 vs 太陽玉名U14

８月１０日
(金)

第１グラウンド 第２グラウンド 第３グラウンド 第６グラウンド

30分－5分－30分

８月９日
(木)

第１グラウンド 第２グラウンド 第３グラウンド 第６グラウンド

30分－5分-30分




