
1福岡 小倉南フットボールクラブ 24 25 太陽スポーツクラブU-15 鹿児島

26 川崎ＦＣ 福岡

十八銀フィ 佐賀健康
九州U-15リーグ 九州U-15リーグ

十八銀フィ 佐賀健康

沖縄 FCGRANDE那覇U-15 23 【24】14:50 【25】13:20

27 FC琉球U-15 沖縄
【8】 11:30 【9】10:00

長崎体協 嬉野みゆき

福岡 CAグランロッサ 22

21 28 FCK MARRY GOLD AMAKUSA U15 熊本
【36】11:30 【37】10:00

佐賀
【7】 10:00 【10】11:30

十八銀フィ 佐賀健康

福岡 FCグローバル

MSSジュニアユース 20 十八銀フィ 佐賀健康 29 ＦＣユイマール　U-15

E

長崎 Ｖ・ファーレン長崎U-15 19 30 ＶＡＬＥＮＴＩＡ 佐賀

【23】13:20 【26】14:50

大分

【42】14:50 【43】14:50

D

各県1位 長崎体協 嬉野みゆき 各県1位

大分

長崎体協 嬉野みゆき
各県1位 九州U-15リーグ

大分 大分トリニータU-15宇佐 18 31 大分トリニータU-15

17 【22】14:50 【27】13:20 32 ヴィクサーレ沖縄ＦＣジュニアユース 沖縄

FCK MARRY GOLD KUMAMOTO 熊本
【6】 11:30 【11】10:00
長崎体協 嬉野みゆき 各県1位

宮崎 アリーバFC

熊本
【35】10:00 【38】11:30
長崎体協 嬉野みゆき

長崎 長崎レインボーSC 16 33

嬉野みゆき

長崎 キックスフットボールクラブU15 15 34 UKI-C.FC

35 ギラヴァンツ北九州U-15 福岡
【5】 10:00 【12】11:30

【28】14:50

福岡 福岡BUDDY　FC　U-15 14 長崎体協 嬉野みゆき

九州U-15リーグ

F

熊本 ソレッソ熊本 13 36 サガン鳥栖U-15 佐賀
百花台

【21】13:20

国見総合
【46】10:00

C

九州U-15リーグ 国見総合
【47】13:30

百花台

長崎体協

九州U-15リーグ
【48】13:30

九州U-15リーグ

熊本 ロアッソ熊本ジュニアユース 12 37 casa okinawa　U-15 沖縄
【45】10:00

38 オリエントFCU-15 福岡

島原平成 佐賀フ

島原平成 佐賀フ

鹿児島 太陽スポーツクラブ国分 U-15 11 【20】14:50 【29】13:20

10 39 スマイス・セレソン 大分
【4】 11:30 【13】10:00

40 久留米AZALEA U-15 福岡
【34】11:30 【39】10:00
島原平成 佐賀フ

福岡 LEON福岡

【3】 10:00 【14】11:30
島原平成 佐賀フ

福岡 ブリジャール福岡FC 9

島原平成 佐賀フ 41 ヴェントノーバフットボールクラブ 宮崎

G

熊本 八代フューチャーズ　Ｕ-15 7 42 FC KAJITSU U-15 鹿児島

【19】13:20 【30】14:50

B

各県1位 島原平成 佐賀フ 各県1位

鹿児島 鹿児島ユナイテッドFC　U-15 8

大分 別府フットボールクラブ．ミネルバ 6 43 ルーヴェン福岡フットボールクラブ 福岡
【41】14:50 【44】14:50

44 飛松FC U15 鹿児島

国見総合 筑後広域
各県1位 各県1位

国見総合 筑後広域

長崎 長崎ドリームフットボールクラブ 5 【18】14:50 【31】13:20

4 45 ブルーウイングFC 大分
【2】 11:30 【15】10:00

46 FC JUVENTUDE 鹿児島
【33】10:00 【40】11:30
島原平成 佐賀フ

熊本 太陽ＳＣ熊本

宮崎
【1】 10:00 【16】11:30

国見総合 筑後広域

宮崎 セントラルFC宮崎 3

油山カメリアＦＣ　Ｕー１５ 2 国見総合 筑後広域 47 プログレッソ日向フットボールクラブ

九州U-15リーグ

H

福岡 アビスパ福岡U-15 1 48 サガン鳥栖U-15唐津 佐賀

【17】13:20 【32】14:50

11月21日(土) 11月22日(日) 11月23日(月) 11月22日(日) 11月21日(土)

A

九州U-15リーグ

福岡

決勝
3位決定戦

準決勝 準々決勝 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 2020/11/11

KYFA 堺整形外科杯２０２０ 第３５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 準決勝


