
●１次ラウンド：１月３１日（土）

●１次ラウンド：１月３１日（土）

●１次ラウンド：１月３１日（土）

２０１４年度　第２４回九州クラブユース（Ｕ－１４）サッカー大会組合せ

■１次ラウンド

サガン鳥栖 ギラヴァンツ ロアッソ FC琉球 VITESSE BRISTOL

（佐賀県） （３） （福岡県） （熊本県） （３） （沖縄県） （福岡県） （３） （長崎県）

（１）
① ②

＜１＞ （１）
① ②

（１）
① ②

（２）

Ａ Ｃ Ｅ
＜３＞ セントラル宮崎 NEO （４） アビスパ福岡

＜１＞

FC佐伯 （４） 太陽国分

（熊本県） （宮崎県） （福岡県） （福岡県） （大分県） （鹿児島県）

ソレッソ

1/31 八女東部スポーツ公園A 1/31 佐賀市健康運動センター人工芝G 1/31 佐賀フットボールセンター

2/1 八女東部スポーツ公園B 2/1 佐賀市健康運動センター人工芝G 2/1 佐賀フットボールセンター

筑後サザン ブレイズ 太陽スポーツ 筑後FC 小倉南 トリニータ

（福岡県） （４） （熊本県） （鹿児島県） （５） （福岡県） （福岡県） （３） （大分県）

（２）
③ ④

＜２＞ （２）
③ ④

＜２＞ （１）
③ ④

（２）

Ｂ Ｄ Ｆ
ソレイユ ＜４＞ アミーゴス バレイア （６） トリニータ宇佐

佐賀フットボールセンター

V・ファーレン （４） CAグランロッサ

（佐賀県） （鹿児島県） （熊本県） （大分県） （長崎県） （福岡県）

1/31 八女東部スポーツ公園A 1/31 佐賀市健康運動センター人工芝G 1/31

協　会 筑後サザン

Ｒ試合時刻 組　合　せ

試合会場 八女東部スポーツ公園A 担当チーム

ブレイズ ソレイユ

ＡＲ ＡＲ 第4審

A① １１：００～１２：０５ サガン鳥栖 ｖｓ

ギラヴァンツ

セントラル宮崎 本部

アミーゴス 本部

A② １２：２０～１３：２５ ソレッソ ｖｓ

セントラル宮崎

協　会 本部

B③ １３：４０～１４：４５ 筑後サザン ｖｓ アミーゴス 協　会 サガン鳥栖

Ｒ試合時刻

試合会場 佐賀市健康運動センター人工芝G 担当チーム

ＡＲ ＡＲ 第4審

Ｃ① １１：００～１２：０５ ロアッソ ｖｓ アビスパ福岡 協　会 太陽SC トリニータ宇佐 本部

Ｃ② １２：２０～１３：２５ FC琉球 ｖｓ FC NEO 協　会 筑後FC バレイア 本部

Ｄ③ １３：４０～１４：４５ 太陽SC ｖｓ トリニータ宇佐 協　会 ロアッソ アビスパ福岡 本部

協　会 小倉南

Ｒ試合時刻 組　合　せ

試合会場 佐賀フットボールセンター 担当チーム

トリニータ V・ファーレン

ＡＲ ＡＲ 第4審

Ｅ① １１：００～１２：０５ VITESSE ｖｓ 太陽国分

太陽国分 本部

CAグランロッサ 本部

Ｅ② １２：２０～１３：２５ BRISTOL ｖｓ FC佐伯 協　会 本部

Ｆ③ １３：４０～１４：４５ 小倉南 ｖｓ CAグランロッサ 協　会 VITESSE

競技責任者 会場責任者

2/1 八女東部スポーツ公園B 2/1 佐賀市健康運動センター天然芝G 2/1 嬉野市みゆき公園球技場

B④ １５：００～１６：０５ ブレイズ ｖｓ ソレイユ 協　会 ギラヴァンツ ソレッソ 本部

競技責任者 会場責任者

Ｄ④ １５：００～１６：０５ 筑後FC ｖｓ バレイア 協　会 FC琉球 FC NEO 本部

競技責任者 会場責任者

Ｆ④ １５：００～１６：０５ トリニータ ｖｓ V・ファーレン 協　会 BRISTOL FC佐伯 本部



●１次ラウンド：２月１日（日）

●１次ラウンド：２月１日（日）

●１次ラウンド：２月１日（日）

●１次ラウンド：２月１日（日）

●１次ラウンド：２月１日（日）

●１次ラウンド：２月１日（日）

Ｒ試合時刻 組　合　せ

八女東部スポーツ公園A 担当チーム

ＡＲ ＡＲ 第4審

A（１） ０９：３０～１０：３５ サガン鳥栖 ｖｓ ソレッソ 協　会 筑後サザン ソレイユ 本部

B（２） １０：５０～１１：５５ 筑後サザン ｖｓ ソレイユ 協　会 ソレッソ サガン鳥栖 本部

A（３） １３：００～１４：０５ サガン鳥栖 ｖｓ ギラヴァンツ 協　会 筑後サザン ブレイズ 本部

協　会 ブレイズ

Ｒ試合時刻 組　合　せ

試合会場 八女東部スポーツ公園B 担当チーム

ギラヴァンツ セントラル宮崎

ＡＲ ＡＲ 第4審

A＜１＞ ０９：３０～１０：３５ ギラヴァンツ ｖｓ セントラル宮崎

ソレイユ 本部

アミーゴス 本部

B＜２＞ １０：５０～１１：５５ ブレイズ ｖｓ アミーゴス 協　会 本部

A＜３＞ １３：００～１４：０５ ソレッソ ｖｓ セントラル宮崎 協　会 アミーゴス

Ｒ試合時刻 組　合　せ

試合会場 佐賀市健康運動センター人工芝G 担当チーム

ＡＲ ＡＲ 第4審

C（１） ０９：００～１０：０５ ロアッソ ｖｓ FC NEO 協　会 バレイア FC琉球 本部

D（２） １０：２０～１１：２５ 太陽SC ｖｓ バレイア 協　会 ロアッソ FC NEO 本部

C（３） １１：４０～１２：４５ ロアッソ ｖｓ FC琉球 協　会 太陽SC バレイア 本部

C（４） １３：００～１４：０５ FC NEO ｖｓ アビスパ福岡 協　会

D(5) １４：２０～１５：２５ 太陽SC ｖｓ 筑後FC 協　会 アビスパ福岡 本部

太陽SC 筑後FC 本部

ロアッソ トリニータ宇佐 本部

FC NEO

アビスパ福岡 協　会 筑後FC

Ｒ

試合会場 佐賀市健康運動センター天然芝G

本部

FC琉球 アビスパ福岡 本部

ＡＲ ＡＲ 第4審

BRISTOL

Ｒ

試合会場 佐賀フットボールセンター

トリニータ宇佐C＜１＞ ０９：００～１０：０５ FC琉球 ｖｓ

VITESSE

ＡＲ ＡＲ 第4審

E（１） ０９：３０～１０：３５ VITESSE ｖｓ FC佐伯 協　会

本部

太陽国分 本部

E（２） １０：５０～１１：５５ BRISTOL ｖｓ 太陽国分 協　会 FC佐伯 本部

E（３） １４：００～１５：０５ VITESSE ｖｓ BRISTOL 協　会 太陽国分 FC佐伯

協　会 トリニータ

Ｒ試合時刻 組　合　せ

試合会場 嬉野市みゆき公園球技場 担当チーム

V・ファーレン 小倉南

ＡＲ ＡＲ 第4審

F（１） ０９：３０～１０：３５ 小倉南 ｖｓ V・ファーレン

V・ファーレン 本部

CAグランロッサ 本部

F（２） １０：５０～１１：５５ トリニータ ｖｓ CAグランロッサ 協　会 本部

F（３） １４：００～１５：０５ 小倉南 ｖｓ トリニータ

競技責任者 会場責任者

B（４） １４：３０～１５：３５ 筑後サザン ｖｓ ブレイズ 協　会 サガン鳥栖 ギラヴァンツ 本部

競技責任者 会場責任者

B＜４＞ １４：３０～１５：３５ ソレイユ ｖｓ アミーゴス 協　会 セントラル宮崎 ソレッソ 本部

競技責任者 会場責任者

D(6) １５：４０～１６：４５ バレイア ｖｓ トリニータ宇佐 協　会

競技責任者 会場責任者

担当チーム

試合時刻 組　合　せ

D＜２＞ １０：２０～１１：２５ 筑後FC ｖｓ トリニータ宇佐 協　会

競技責任者 会場責任者

担当チーム

試合時刻 組　合　せ

E（４） １５：２０～１６：２５ FC佐伯 ｖｓ 太陽国分 協　会

CAグランロッサ 協　会

VITESSE BRISTOL 本部

競技責任者 会場責任者

協　会 CAグランロッサ

小倉南 トリニータ 本部

２０１４年度　第２４回九州クラブユース（Ｕ－１４）サッカー大会組合せ

F（４） １５：２０～１６：２５ V・ファーレン ｖｓ



ｉ ｊ ｋ ｌ

ａ ｂ ｃ ｄ ｅ ｆ ｇ ｈ

■ラウンド１６・準々決勝：２月１４日（土）

■ラウンド１６・準々決勝：２月１４日（土）

■準決勝・決勝：２月１５日（日）

③

１３：３０～

④ ① ②① ② ③

Ｄ２位 Ａ２位

① ０９：００～１０：０５ Ａ１位 ｖｓ ３位中４位 協　会 Ｅ１位 本部

Ａ１位 ３位中４位 本部

Ｄ２位

Ｃ２位

ｄ 協　会

協　会 協　会 協　会 本部

Ｒ試合時刻 組　合　せ

協　会 協　会 本部⑥ １５：４０～１６：４５ ｃ ｖｓ

ＡＲ ＡＲ 第4審

① ０９：００～１０：０５ Ｃ１位 ｖｓ ３位中２位 協　会 Ｅ２位 Ｆ１位 本部

Ｃ１位 ３位中２位 本部

Ｆ２位

⑥ １５：４０～１６：４５ ｇ ｖｓ ｈ 協　会 協　会 協　会 本部

協　会 協　会 協　会 本部

■決勝トーナメント

２／１５(日）

佐賀県総合運動場陸上競技場

① ②

０９：００～ １０：２０～

⑤ ⑥ ⑤ ⑥

１４：２０～ １５：４０～ １４：２０～ １５：４０～

③ ④

０９：００～ １０：２０～ １１：４０～ １３：００～ ０９：００～ １０：２０～ １１：４０～ １３：００～

Ａ１位 ３位中④ Ｃ２位 Ｅ１位 Ｂ１位 ３位中③ Ｄ１位 ３位中① Ｆ２位 Ｂ２位

２／１４(土） ２／１４(土）

佐賀市健康運動センター人工芝G 佐賀フットボールセンター

Ｃ１位 ３位中② Ｅ２位 Ｆ１位

競技責任者 会場責任者

試合会場 佐賀市健康運動センター人工芝G 担当チーム

試合時刻 組　合　せ ＡＲ ＡＲ 第4審Ｒ

② １０：２０～１１：２５ Ｃ２位 ｖｓ Ｅ１位 協　会

③ １１：４０～１２：４５ Ｂ１位 ｖｓ ３位中３位 協　会 Ａ２位 本部

④ １３：００～１４：０５ Ｄ２位 ｖｓ Ａ２位 協　会 Ｂ１位 ３位中３位 本部

⑤ １４：２０～１５：２５ ａ ｖｓ ｂ

競技責任者 会場責任者

試合会場 佐賀フットボールセンター 担当チーム

② １０：２０～１１：２５ Ｅ２位 ｖｓ Ｆ１位 協　会

③ １１：４０～１２：４５ Ｄ１位 ｖｓ ３位中１位 協　会 Ｂ２位 本部

④ １３：００～１４：０５ Ｆ２位 ｖｓ Ｂ２位 協　会 Ｄ１位 ３位中１位 本部

⑤ １４：２０～１５：２５ ｅ ｖｓ ｆ

競技責任者 会場責任者

試合会場 佐賀県総合運動場陸上競技場 担当チーム

試合時刻 組　合　せ Ｒ ＡＲ ＡＲ 第4審

協　会

① ０９：００～１０：０５ ｉ ｖｓ ｊ 協　会

協　会

協　会 協　会 本部

② １０：２０～１１：２５ ｋ ｖｓ ｌ 協　会

本部

協　会 本部

③ １３：３０～１４：３５ ①勝者 ｖｓ ②勝者 協　会 協　会


