
No. 日付 会場 グループ キックオフ

【1】 10:00 栃木SC - クラブフィールズ

【2】 11:30 TOKYU　S　REYES - アンフィニMAKI.FC

【3】 13:00 栃木SC - FCみやぎバルセロナ

【4】 14:30 TOKYU　S　REYES - ヴェルディSS岩手

【5】 10:00 FCみやぎバルセロナ - ラッセル郡山FC

【6】 11:30 ヴェルディSS岩手 - ASC北海道

【7】 13:00 クラブフィールズ - ラッセル郡山FC

【8】 14:30 アンフィニMAKI.FC - ASC北海道

【9】 10:00 SSSジュニアユース - 鹿島アントラーズノルテ

【10】 11:30 北海道コンサドーレ旭川 - コバルトーレ女川

【11】 13:00 SSSジュニアユース - DOHTO

【12】 14:30 北海道コンサドーレ旭川 - エスペランサSC

【13】 10:00 DOHTO - FCあきたASPRID

【14】 11:30 エスペランサSC - アプリーレ札幌

【15】 13:00 鹿島アントラーズノルテ - FCあきたASPRID

【16】 14:30 コバルトーレ女川 - アプリーレ札幌

【17】 10:00 栃木SC - ラッセル郡山FC

【18】 11:30 TOKYU　S　REYES - ASC北海道

【19】 10:00 クラブフィールズ - FCみやぎバルセロナ

【20】 11:30 アンフィニMAKI.FC - ヴェルディSS岩手

【21】 10:00 SSSジュニアユース - FCあきたASPRID

【22】 11:30 北海道コンサドーレ旭川 - アプリーレ札幌

【23】 10:00 鹿島アントラーズノルテ - DOHTO

【24】 11:30 コバルトーレ女川 - エスペランサSC

No. 日付 会場 グループ キックオフ

【25】 野原公園A 順位T下 13:00 A3位 - B4位

【26】 野原公園B 順位T下 13:00 B3位 - A4位

【27】 緑ヶ丘公園A 順位T下 13:00 C3位 - D4位

【28】 緑ヶ丘公園B 順位T下 13:00 D3位 - C4位

【29】 野原公園A 順位T上 14:30 A1位 - B2位

【30】 野原公園B 順位T上 14:30 B1位 - A2位

【31】 緑ヶ丘公園A 順位T上 14:30 C1位 - D2位

【32】 緑ヶ丘公園B 順位T上 14:30 D1位 - C2位

【33】 野原公園A 13～１6位決 10:00 【25】の敗者 - 【28】の敗者

【34】 野原公園B 13～１6位決 10:00 【26】の敗者 - 【27】の敗者

【35】 野原公園A 　9～12位決 11:30 【25】の勝者 - 【28】の勝者

【36】 野原公園B 　9～12位決 11:30 【26】の勝者 - 【27】の勝者

【37】 野原公園A 13位決定戦 13:00 【33】の勝者 - 【34】の勝者

【38】 野原公園B 15位決定戦 13:00 【33】の敗者 - 【34】の敗者

【39】 野原公園A 9位決定戦 14:30 【35】の勝者 - 【36】の勝者

【40】 野原公園B 11位決定戦 14:30 【35】の敗者 - 【36】の敗者

【41】 緑ヶ丘公園A ５～8位決 10:00 【29】の敗者 - 【32】の敗者

【42】 緑ヶ丘公園B ５～8位決 10:00 【30】の敗者 - 【31】の敗者

【43】 緑ヶ丘公園A 準決勝 11:30 【29】の勝者 - 【32】の勝者

【44】 緑ヶ丘公園B 準決勝 11:30 【30】の勝者 - 【31】の勝者

【45】 緑ヶ丘公園A 5位決定戦 13:00 【41】の勝者 - 【42】の勝者

【46】 緑ヶ丘公園B 7位決定戦 13:00 【41】の敗者 - 【42】の敗者

【47】 緑ヶ丘公園A 決勝 14:30 【43】の勝者 - 【44】の勝者

【48】 緑ヶ丘公園B 3位決定戦 14:30 【43】の敗者 - 【44】の敗者

2019　ＪＣＹインターシティカップ（U-15）ＥＡＳＴ　大会日程

■　予選リーグ

対戦

7/31（水）

緑ヶ丘公園A A

緑ヶ丘公園B B

野原公園A C

野原公園B D

D

■　順位トーナメント

対戦

8/1（木）

8/2（金）

8/1（木）

野原公園A A

野原公園B B

緑ヶ丘公園A C

緑ヶ丘公園B


