
時間 審判 時間 審判 時間 審判

10:00 VS 相互 10:00 小川工業 VS 翔陽 相互 10:00 秀岳館 VS 天草工業 相互

11:10 鹿本 VS 岱志 相互 11:10 小川工業Ｂ VS 翔陽Ｂ 相互 11:10 秀岳館Ｂ VS 天草工業Ｂ 相互

12:20 鹿本Ｂ VS 御船 相互 12:20 鳥栖工業 VS 翔陽 相互 12:20 天草工業 VS 玉名 相互

13:30 岱志 VS 天草拓心 相互 13:30 VS 相互 13:30 秀岳館Ｂ VS 玉名B 相互

14:40 岱志 ３０分 御船 相互 14:40 鳥栖工業 VS 小川工業 相互 14:40 秀岳館 VS 玉名 相互

15:50 鹿本 VS 天草拓心 相互 15:50 VS 相互 15:50 VS 相互

時間 審判 時間 審判 時間

10:00 VS 相互 10:00 国府 VS 第二 相互 10:00 熊本農業 VS 熊本北 相互

11:10 熊本工業 VS 熊本商業 相互 11:10 国府Ｂ VS 第二B 相互 11:10 熊本農業2nd VS 阿蘇中央・菊池農業 相互

12:20 熊本工業B VS 熊本商業Ｂ 相互 12:20 西京 VS 松橋 相互 12:20 熊本北 VS 菊池 相互

13:30 熊本商業 VS 下関工科 相互 13:30 国府B VS 西京Ｂ 相互 13:30 阿蘇中央・菊池農業 VS 城北 相互

14:40 熊本工業B VS 下関工科Ｂ 相互 14:40 第二 VS 松橋 相互 14:40 熊本農業 VS 菊池 相互

15:50 熊本工業 VS 下関工科 相互 15:50 国府 VS 西京 相互 15:50 熊本農業2nd VS 城北 相互

熊本工業高校Ｇ（クレー） 熊本国府第二G（クレー） 熊本農業G（クレー）

７月３１日（日）

第３７回　熊本未来サマーサッカーフェスティバル（MIKASA杯）　親善試合日程

山鹿カルチャーセンター（天然芝） 八代運動公園多目的（天然芝） 秀岳館Ｇ（人工芝）

※試合は６０分ゲームで行います（ハーフタイムは５分）。審判は相互で行ってください。（左側が前半でお願いします）。

※試合の間が短いので移動などはできるだけすばやくお願いいたします。

※駐車場は各会場の責任者の指示に従ってください。

※各会場ともごみなどを残さないようにしてください。



時間 審判 時間 審判

10:00 鹿本 VS 下関工科 相互 10:00 阿蘇中央・菊池農業 国府 相互 10:00 秀岳館 VS 済々黌 相互

11:10 相互 11:10 城北Ｂ VS 下関工科Ｂ 相互 11:10 秀岳館B VS 済々黌B 相互

12:20 国府 VS 城北 相互 12:20 阿蘇中央・菊池農業 鹿本 相互 12:20 熊本工業 VS 済々黌 相互

13:30 相互 13:30 国府Ｂ VS 鹿本Ｂ 相互 13:30 熊本工業B VS 済々黌B 相互

14:40 城北 VS 下関工科 相互 14:40 VS 相互 14:40 秀岳館 VS 熊本工業 相互

15:50 相互 15:50 相互 15:50 秀岳館B VS 熊本工業B 相互

時間 審判 時間 審判 時間 審判

10:00 天草拓心 VS 熊本農業 相互 10:00 宇土 VS 小川工業 相互 10:00 学園大付 VS 西京 相互

11:10 VS 相互 11:10 宇土B VS 熊本農業2nd 相互 11:10 学園大付B VS 西京B 相互

12:20 小川工業 VS 熊本農業 相互 12:20 VS 相互 12:20 学園大付 VS 熊本商業 相互

13:30 相互 13:30 鹿本商工 VS 熊本農業2nd 相互 13:30 学園大付B VS 熊本商業B 相互

14:40 天草拓心 宇土 相互 14:40 VS 相互 14:40 熊本商業 VS 西京2nd 相互

15:50 相互 15:50 鹿本商工 VS 小川工業B 相互 15:50 熊本商業B VS 西京2ndB 相互

八代運動公園陸上競技場（天然芝） 八代運動公園多目的（天然芝） 甲佐町リバーサイドパーク（人工芝）

※試合の間が短いので移動などはできるだけすばやくお願いいたします。

８月１日（月）

山鹿カルチャーセンター（天然芝） 山鹿カルチャーセンター（クレー） 秀岳館Ｇ（人工芝）

第３７回　熊本未来サマーサッカーフェスティバル（MIKASA杯）　親善試合日程

※試合は６０分ゲームで行います（ハーフタイムは５分）。審判は相互で行ってください。（左側が前半でお願いします）。

※駐車場は各会場の責任者の指示に従ってください。

※各会場ともごみなどを残さないようにしてください。



時間 審判 時間 審判 時間 審判

10:00 鹿本 VS 西京2nd 相互 10:00 下関工科 VS 熊本農業 相互 10:00 秀岳館 VS 熊本商業 相互

11:10 熊本工業 VS 西京２ndＢ 相互 11:10 鹿本商工 VS 下関工科Ｂ 相互 11:10 秀岳館B VS 熊本商業Ｂ 相互

12:20 熊本農業 VS 大村工業 相互 12:20 鹿本Ｂ VS 熊本工業Ｂ 相互 12:20 第二 VS 熊本商業 相互

13:30 VS 相互 13:30 大村工業Ｂ VS 熊本工業 相互 13:30 第二Ｂ VS 熊本商業Ｂ 相互

14:40 相互 14:40 鹿本商工 VS 熊本農業 相互 14:40 秀岳館 VS 第二 相互

15:50 15:50 鹿本 VS 熊本工業 相互 15:50 秀岳館B 第二Ｂ 相互

時間 審判 時間 審判 時間 審判

10:00 小川工業 VS 熊本北 相互 10:00 鳥栖工業 VS 宇土 相互 9:30 学園大付 VS 城北 相互

11:10 VS 相互 11:10 済々黌Ｂ VS 宇土Ｂ 相互 10:40 学園大付B VS 城北Ｂ 相互

12:20 鳥栖工業 VS 熊本北 相互 12:20 済々黌 VS 宇土 相互 11:50 佐世保実業 VS 城北 相互

13:30 VS 相互 13:30 小川工業Ｂ VS 済々黌Ｂ 相互 13:00 学園大付 VS 国府 相互

14:40 小川工業 VS 済々黌 相互 14:40 VS 相互 14:10 学園大付B VS 国府Ｂ 相互

15:50 15:50 VS 相互 15:20 国府 佐世保実業 相互

※各会場ともごみなどを残さないようにしてください。

※試合は６０分ゲームで行います（ハーフタイムは５分）。審判は相互で行ってください。（左側が前半でお願いします）。

※試合の間が短いので移動などはできるだけすばやくお願いいたします。

※駐車場は各会場の責任者の指示に従ってください。

八代運動公園陸上競技場（天然芝）

第３７回　熊本未来サマーサッカーフェスティバル（MIKASA杯）　親善試合日程

８月２日（火）

山鹿カルチャーセンター（天然芝） 山鹿カルチャーセンター（クレー） 秀岳館G（人工芝）

運動公園スポーツ広場（人工芝）八代運動公園多目的（天然芝）



時間 審判 時間 審判 時間 審判

10:00 VS 相互 10:00 鹿本 VS 佐世保実業 相互 9:30 学園大付 VS 熊本 相互

11:10 佐賀西 VS 天草工業 相互 11:10 鹿本Ｂ VS 佐世保実業Ｂ 相互 10:40 秀岳館 VS 鳥栖工業 相互

12:20 VS 相互 12:20 天草工業Ｂ VS 佐賀西Ｂ 相互 11:50 秀岳館Ｂ VS 熊本Ｂ 相互

13:30 佐賀西 VS 熊本北 相互 13:30 天草工業 ３０分 佐世保実業 相互 13:00 熊本 VS 鳥栖工業 相互

14:40 VS 相互 14:40 鹿本 VS 佐賀西Ｂ 相互 14:10 学園大付 VS 秀岳館 相互

15:50 熊本北 VS 天草工業 相互 15:50 VS 相互 15:20 学園大付Ｂ VS 秀岳館Ｂ 相互

時間 審判 時間 審判 時間 審判

9:30 熊本工業 VS 国府 相互 9:30 必由館 VS 熊本商業 相互 VS 相互

10:40 熊本工業Ｂ VS 国府Ｂ 相互 10:40 必由館Ｂ VS 熊本商業Ｂ 相互 VS 相互

11:50 熊本工業 VS 御船 相互 11:50 開新 VS 熊本商業 相互 VS 相互

13:00 国府 VS 岱志 相互 13:00 開新Ｂ VS 熊本商業Ｂ 相互 VS 相互

14:10 国府Ｂ VS 御船 相互 14:10 必由館 VS 開新 相互 VS 相互

15:20 熊本工業 VS 岱志 相互 15:20 VS 相互

※試合は６０分ゲームで行います（ハーフタイムは５分）。審判は相互で行ってください。（左側が前半でお願いします）。

※試合の間が短いので移動などはできるだけすばやくお願いいたします。

熊本工業高校Ｇ（クレー） 必由館高校Ｇ（クレー）

熊本学園託麻Ｇ（クレー）山鹿カルチャーセンター（天然芝）

※駐車場は各会場の責任者の指示に従ってください。

第３７回　熊本未来サマーサッカーフェスティバル（MIKASA杯）　親善試合日程

８月３日（水）

山鹿カルチャーセンター（クレー）

※各会場ともごみなどを残さないようにしてください。



時間 審判 時間 審判 時間 審判

10:00 VS 相互 10:00 鹿本 VS 秀岳館 相互 10:00 国府 VS 佐賀商 相互

11:10 佐賀西 VS 秀岳館 相互 11:10 佐世保実業 VS 熊本北Ｂ 相互 11:10 国府Ｂ VS 佐賀商Ｂ 相互

12:20 南陽工業 VS 熊本北 相互 12:20 佐世保実業 VS 佐賀西Ｂ 相互 12:20 松橋 VS 佐賀商 相互

13:30 VS 相互 13:30 鹿本 VS 南陽工業Ｂ 相互 13:30 学園大付Ｂ VS 佐賀商Ｂ 相互

14:40 佐賀西 VS 南陽工業 相互 14:40 熊本北 VS 秀岳館 相互 14:40 学園大付 VS 松橋 相互

15:50 VS 相互 15:50 鹿本Ｂ VS 秀岳館Ｂ 相互 15:50 VS 相互

時間 審判 時間 審判 時間 審判

10:00 熊本 VS 天草工業 相互 10:00 必由館 VS 岱志 相互 10:00 熊本工業 VS 第二 相互

11:10 近大福岡 VS 城北 相互 11:10 学園大付 VS 鹿本商工 相互 11:10 熊本工業Ｂ VS 第二Ｂ 相互

12:20 天草工業Ｂ VS 城北Ｂ 相互 12:20 学園大付Ｂ VS 岱志 相互 12:20 慶誠 VS 第二 相互

13:30 熊本Ｂ VS 近大福岡Ｂ 相互 13:30 必由館 VS 鹿本商工 相互 13:30 熊本工業 VS 慶誠Ｂ 相互

14:40 天草工業 VS 城北 相互 14:40 相互 14:40 VS 相互

15:50 熊本 VS 近大福岡 相互 15:50 VS 相互 15:50 VS 相互

熊本高校Ｇ（クレー） 必由館高校Ｇ（クレー） 熊本工業Ｇ（クレー）

第３７回　熊本未来サマーサッカーフェスティバル（MIKASA杯）　親善試合日程

８月４日（木）

山鹿カルチャーセンター（天然芝） 山鹿カルチャーセンター（クレー） 甲佐町リバーサイドパーク（人工芝）

※各会場ともごみなどを残さないようにしてください。

※試合は６０分ゲームで行います（ハーフタイムは５分）。審判は相互で行ってください。（左側が前半でお願いします）。

※試合の間が短いので移動などはできるだけすばやくお願いいたします。

※駐車場は各会場の責任者の指示に従ってください。



時間 審判 時間 審判 時間 審判

10:00 鹿本 VS 御船 相互 10:00 必由館 VS 佐賀商 相互 10:00 岱志 VS 南陽工業 相互

11:10 鹿本Ｂ VS 慶誠Ｂ 相互 11:10 必由館Ｂ VS 佐賀商Ｂ 相互 11:10 秀岳館Ｂ VS 南陽工業Ｂ 相互

12:20 城北 VS 慶誠 相互 12:20 熊本工業 VS 佐賀商 相互 12:20 秀岳館 VS 南陽工業 相互

13:30 城北Ｂ VS 御船 相互 13:30 必由館 VS 熊本工業Ｂ 相互 13:30 秀岳館 VS 岱志 相互

14:40 VS 相互 14:40 VS 相互 14:40 VS 相互

15:50 VS 相互 15:50 VS 相互 15:50 VS 相互

時間 審判 時間 審判 時間 審判

9:30 国府 VS 熊本 相互 10:00 学園大付 VS 近大福岡

10:40 国府Ｂ VS 熊本Ｂ 相互 11:10 学園大付Ｂ VS 近大福岡Ｂ

11:50 鹿本商工 VS 熊本 相互 12:20 松橋 VS 近大福岡

13:00 相互 13:30 学園大付Ｂ 開新Ｂ

14:10 国府 VS 鹿本商工 相互 14:40 開新 松橋

15:20 VS 相互 15:50 学園大付 開新

任意対戦

第３７回　熊本未来サマーサッカーフェスティバル（MIKASA杯）　親善試合日程

※試合は６０分ゲームで行います（ハーフタイムは５分）。審判は相互で行ってください。（左側が前半でお願いします）。

※試合の間が短いので移動などはできるだけすばやくお願いいたします。

※駐車場は各会場の責任者の指示に従ってください。

※各会場ともごみなどを残さないようにしてください。

熊本国府第二G（クレー） 熊本学園託麻Ｇ（クレー）

８月５日（金）

山鹿カルチャーセンター（天然芝） 必由館高校Ｇ（クレー） 荒尾運動公園サッカー場(クレー)


