
決勝
3位決定戦

準決勝
5位決定戦

準々決勝
9位決定戦

ラウンド16 ラウンド32 ラウンド48

九州クラブユースサッカー連盟 2016/6/21

堺整形外科杯２０１６ 第３１回九州クラブユース（Ｕ－１５）サッカー選手権大会

■組み合わせ

ラウンド48 ラウンド32 ラウンド16
準々決勝
9位決定戦

準決勝
5位決定戦

【17】9:30 【32】11:30

7月16日(土) 7月10日(日) 7月9日(土) 7月3日(日) 7月2日(土)

中津禅海

7月2日(土) 7月3日(日) 7月9日(土) 7月10日(日) 7月16日(土) 7月17日(日)

福岡アビスパ福岡48

47

サガン鳥栖

【2】 11:30 【15】9:30
中津禅海 島原B

【18】11:30

【33】13:30 【40】15:30
県立サッカーA 吹上浜C

熊本 ジーク熊本SS 3

宮崎 宮崎

44 福岡BUDDY FC 福岡

佐賀健康 藤見陸上

【3】 9:30 【14】11:30

【19】9:30 【30】11:30

県立サッカーB 県立サッカーC 県立サッカーC 県立サッカーB

42 ソレッソ熊本 熊本

41 セレソン都城FC 宮崎

吹上浜A

【4】 11:30 【13】9:30

生目の杜

【34】13:30 【39】15:30

40
佐賀健康

県立サッカーC

佐賀健康 藤見陸上

【54】11:30

佐賀健康 生目の杜

【20】11:30 【29】9:30

【49】9:30 【51】13:30
県立サッカーA

【52】15:30 【50】11:30

37 太陽SC 鹿児島

38 Verslien FC 長崎

県立サッカーC

県立サッカーA

【21】9:30 【28】11:30

県立サッカーC 県立サッカーC
【53】9:30

県立サッカーC

吹上浜C

北薩広域 伊佐陸上

北薩広域 伊佐陸上

【5】 9:30 【12】11:30

【42】11:30 【46】11:30 【47】13:30 【43】13:30

【22】11:30 【27】9:30
北薩広域 伊佐陸上

32 UKI-C. FC 熊本
伊佐陸上

29 ブルーウイングFC 大分

【23】9:30 【26】11:30

【36】15:30 【37】13:30

県立サッカーB 県立サッカーC 県立サッカーC 県立サッカーB

島原A

島原A 筑豊緑地

26 FC CONQUESTA 熊本

【8】 11:30 【9】9:30
島原A 筑豊緑地

【24】11:30 【25】9:30

県立サッカーC 吹上浜A

島原A 筑豊緑地

福岡 小倉南FC 7

筑豊緑地

【7】 9:30 【10】11:30

【6】 11:30 【11】9:30
北薩広域

【35】15:30 【38】13:30
県立サッカーA

【41】9:30 【45】9:30 【48】15:30 【44】15:30

【31】9:30
中津禅海 島原B

大分 SAIMOTO FC 6

中津禅海 島原B

島原B

【1】 9:30 【16】11:30

プログレッソ日向 4

熊本 FCK MARRY GOLD 熊本 5

佐賀 1

福岡 FC NEO 2

15

福岡 筑後FC 10

大分 ヴェルスパ大分 11

佐賀 PLEASURE SC 8

鹿児島 FC REALIZE鹿児島 9

沖縄 FC琉球 12

熊本

熊本

46 福岡

FCK MARRY GOLD天草

西南FC

45 児湯SC

長崎 長崎レインボーSC 22

福岡 筑後サザンFC 20

鹿児島 F.Cuore 21

佐賀 サガン鳥栖唐津 18

長崎 V・ファーレン長崎 19

福岡 FCグローバル

43 casa okinawa 沖縄

大分 大分トリニータ 24

福岡 VITESSE福岡FC 23

16

鹿児島 太陽SC国分 17

ロアッソ熊本 13

大分 FC REGATE 14

長崎 FC BRISTOL

福岡

39 TINO FA 福岡

Beetle SC

荒尾FC 熊本

33 FCソレイユ2008 佐賀

36 カティオーラFC 大分

35 PFTC北九州 福岡

H

G

F

E

25 ブレイズ熊本 熊本

A

B

C

D

28 鹿児島SC 鹿児島

27 Wウイング沖縄FC 沖縄

31 大分トリニータ宇佐 大分

30 FC.LAPASION 福岡

34


