
KFA第32回熊本県クラブユースU-14サッカー大会　予選リーグ日程表
日程 会場 グループ 時間 チーム名 得点 − 得点 チーム名 R A1 A2 A3 会場担当

12月10日

大津球技場

E 10:00 MG熊本① − ファンドリーム アスフィーダ アルマラッゾ アルマラッゾ アスフィーダ プエルタ/
グランヴァ
ロール

E 11:30 八代F − 太陽熊本② グランヴァロール アルバランシア アルバランシア グランヴァロール

F 13:00 アスフィーダ − アルマラッゾ MG熊本① ファンドリーム ファンドリーム MG熊本①
F 14:30 グランヴァロール − アルバランシア 八代F 太陽熊本② 太陽熊本② 八代F

大津競技場

C 10:00 シャルム − MG熊本② アルエット FC OHZU FC OHZU アルエット

エンフレンテ
C 11:30 荒尾FC − 太陽玉名 エスペランサ VIVO VIVO エスペランサ
H 13:00 アルエット − FC OHZU シャルム MG熊本② MG熊本② シャルム
H 14:30 エスペランサ − VIVO 荒尾FC 太陽玉名 太陽玉名 荒尾FC

12月11日

大津人工芝

A 10:00 ソレッソ − UKI 太陽熊本① ASジーク ASジーク 太陽熊本①
グランヴァ
ロール

A 11:30 エンフレンテ − ロアッソ人吉 フォルマーレ リーソル リーソル フォルマーレ
B 13:00 太陽熊本① − ASジーク ソレッソ UKI UKI ソレッソ
B 14:30 フォルマーレ − リーソル エンフレンテ ロアッソ人吉 ロアッソ人吉 エンフレンテ

KFC

D 10:00 ブレイズ − アドリア コンクエスタ ロアッソ阿蘇 ロアッソ阿蘇 コンクエスタ

FC LORE
D 11:30 ヴィラノーバ − MG天草 FCプラス フェルボール フェルボール FCプラス
G 13:00 コンクエスタ − ロアッソ阿蘇 ブレイズ アドリア アドリア ブレイズ
G 14:30 FCプラス − フェルボール ヴィラノーバ MG天草 MG天草 ヴィラノーバ

12月17日

大津球技場

E 10:00 MG熊本① − 八代F アスフィーダ グランヴァロール グランヴァロール アスフィーダ アリアンサ/
グランヴァ
ロール

E 11:30 ファンドリーム − 太陽熊本② アルマラッゾ アルバランシア アルバランシア アルマラッゾ
F 13:00 アスフィーダ − グランヴァロール MG熊本① 八代F 八代F MG熊本①
F 14:30 アルマラッゾ − アルバランシア ファンドリーム 太陽熊本② 太陽熊本② ファンドリーム

大津競技場

A 10:00 ソレッソ − エンフレンテ 太陽熊本① フォルマーレ フォルマーレ 太陽熊本①

リーソルA 11:30 UKI − ロアッソ人吉 ASジーク リーソル リーソル ASジーク
B 13:00 太陽熊本① − フォルマーレ ソレッソ エンフレンテ エンフレンテ ソレッソ
B 14:30 ASジーク − リーソル UKI ロアッソ人吉 ロアッソ人吉 UKI

益城人工芝

C 10:00 シャルム − 荒尾FC ブレイズ ヴィラノーバ ヴィラノーバ ブレイズ

シャルム
C 11:30 MG熊本② − 太陽玉名 アドリア MG天草 MG天草 アドリア
D 13:00 ブレイズ − ヴィラノーバ シャルム 荒尾FC 荒尾FC シャルム
D 14:30 アドリア − MG天草 MG熊本② 太陽玉名 太陽玉名 MG熊本②

KFC

H 10:00 アルエット − エスペランサ コンクエスタ FC プラス FC プラス コンクエスタ

コンクエスタ
H 11:30 FC OHZU − VIVO ロアッソ阿蘇 フェルボール フェルボール ロアッソ阿蘇

13:00 −
14:30 −

12月18日

大津球技場

E 10:00 MG熊本① − 太陽熊本② アスフィーダ アルバランシア アルバランシア アスフィーダ

E 11:30 ファンドリーム − 八代F アルマラッゾ グランヴァロール グランヴァロール アルマラッゾ
プエルタ/
グランヴァ
ロール

F 13:00 アスフィーダ − アルバランシア MG熊本① 太陽熊本② 太陽熊本② MG熊本①
F 14:30 アルマラッゾ − グランヴァロール ファンドリーム 八代F 八代F ファンドリーム

大津競技場

C 10:00 シャルム − 太陽玉名 ブレイズ MG天草 MG天草 ブレイズ
C 11:30 MG熊本② − 荒尾FC アドリア ヴィラノーバ ヴィラノーバ アドリア
D 13:00 ブレイズ − MG天草 シャルム 太陽玉名 太陽玉名 シャルム FC LORE
D 14:30 アドリア − ヴィラノーバ MG熊本② 荒尾FC 荒尾FC MG熊本②

大津人工芝

A 10:00 ソレッソ − ロアッソ人吉 太陽熊本① リーソル リーソル 太陽熊本①

アリアンサA 11:30 UKI − エンフレンテ ASジーク フォルマーレ フォルマーレ ASジーク
B 13:00 太陽熊本① − リーソル ソレッソ ロアッソ人吉 ロアッソ人吉 ソレッソ
B 14:30 ASジーク − フォルマーレ UKI エンフレンテ エンフレンテ UKI

KFC

H 10:00 アルエット − VIVO コンクエスタ フェルボール フェルボール コンクエスタ

コンクエスタ
H 11:30 FC OHZU − エスペランサ ロアッソ阿蘇 FC プラス FC プラス ロアッソ阿蘇

13:00 −
14:30 −


