
＝

開始時間 開始時間
11:10 クマガヤSC ｖｓ ザスパ草津 10:00 クマガヤSC ｖｓ バディー
14:10 クマガヤSC ｖｓ 福島ユナイテッドFC 11:10 ザスパ草津 ｖｓ 福島ユナイテッドFC

17:00 福島ユナイテッドFC ｖｓ バディー ⼤⾥ 13:00 ブロックA1位 ｖｓ ブロックB1位
19:20 ザスパ草津 ｖｓ バディー ⼤⾥ 14:10 ブロックA2位 ｖｓ ブロックB2位

10:00 武南Jr ｖｓ 南浦和中 10:00 武南Jr ｖｓ 賢明中
11:10 レイソルTOR ｖｓ 賢明中 11:10 南浦和中 ｖｓ レイソルTOR
13:00 武南Jr ｖｓ レイソルTOR 13:00 ブロックA3位 ｖｓ ブロックB3位
14:10 南浦和中 ｖｓ 賢明中 14:10 ブロックA4位 ｖｓ ブロックB4位

開始時間 開始時間
10:00 FCおおた ｖｓ 1FC 10:00 FCおおた ｖｓ SCH
13:00 FCおおた ｖｓ ⽔⼾ホーリーホック 11:10 1FC ｖｓ ⽔⼾ホーリーホック

14:10 1FC ｖｓ SCH 13:00 ブロックC1位 ｖｓ ブロックD1位
18:10 ⽔⼾ホーリーホック ｖｓ SCH ⼤⾥ 14:10 ブロックC2位 ｖｓ ブロックD2位

10:00 埼玉栄中 ｖｓ プレジール入間 10:00 埼玉栄中 ｖｓ アローレ
13:00 埼玉栄中 ｖｓ アントラーズノルテ 11:10 プレジール入間 ｖｓ アントラーズノルテ
14:10 プレジール入間 ｖｓ アローレ 13:00 ブロックC3位 ｖｓ ブロックD3位

19:20 アントラーズノルテ ｖｓ アローレ 北⾯ 14:10 ブロックC4位 ｖｓ ブロックD4位

開始時間 開始時間
10:00 GRAMADO ｖｓ 東川口FC 10:00 GRAMADO ｖｓ 静岡学園中
11:10 オルテンシア ｖｓ 静岡学園中 11:10 東川口FC ｖｓ オルテンシア
13:00 GRAMADO ｖｓ オルテンシア 13:00 ブロックE1位 ｖｓ ブロックF1位
14:10 東川口FC ｖｓ 静岡学園中 14:10 ブロックE2位 ｖｓ ブロックF2位

10:00 三郷Jr ｖｓ FC古河 10:00 三郷Jr ｖｓ FC駒沢U-15
13:00 三郷Jr ｖｓ みやぎバルセロナ 11:10 FC古河 ｖｓ みやぎバルセロナ
14:10 FC古河 ｖｓ FC駒沢U-15 13:00 ブロックE3位 ｖｓ ブロックF3位

17:00 みやぎバルセロナ ｖｓ FC駒沢U-15 北⾯ 14:10 ブロックE4位 ｖｓ ブロックF4位

開始時間 開始時間
10:00 レジェンド ｖｓ アビリスタ 10:00 レジェンド ｖｓ コンフィアール町田

13:00 レジェンド ｖｓ レオSC 11:10 アビリスタ ｖｓ レオSC
15:10 アビリスタ ｖｓ コンフィアール町田 13:00 ブロックG1位 ｖｓ ブロックH1位

18:10 レオSC ｖｓ コンフィアール町田 北⾯ 14:10 ブロックG2位 ｖｓ ブロックH2位

10:00 GRANDE ｖｓ ヴァンフォーレ甲府 10:00 GRANDE ｖｓ ブラウブリッツ秋田
11:10 多摩⼤目⿊中 ｖｓ ブラウブリッツ秋田 11:10 ヴァンフォーレ甲府 ｖｓ 多摩⼤目⿊中
13:00 GRANDE ｖｓ 多摩⼤目⿊中 13:00 ブロックG3位 ｖｓ ブロックH3位
14:10 ヴァンフォーレ甲府 ｖｓ ブラウブリッツ秋田 14:10 ブロックG4位 ｖｓ ブロックH4位

Ｃ組　１２⽉２５⽇　会場︓利根川葛和田B⾯ Ｃ組　１２⽉２6⽇　会場︓利根川葛和田B⾯

2018 ジャパンジュニアユース(U-14)トータルアップカップ inクマガヤ Supported by JNET-STORE
 初⽇（12⽉25⽇）・2⽇目（12⽉26⽇）スケジュール（予選リーグ・ブロック順位決定戦）

時間会場変更有 12⽉９⽇変更分
ブロック（１）Ａ・Ｂ組

A組　１２⽉２５⽇　会場︓熊⾕ｽﾎﾟ⽂補助 A組　１２⽉２6⽇　会場︓熊⾕ｽﾎﾟ⽂補助
対戦 対戦

B組　１２⽉２５⽇　会場︓利根川葛和田A⾯ B組　１２⽉２6⽇　会場︓利根川葛和田A⾯

ブロック（２）Ｃ・Ｄ組

G組　１２⽉２５⽇︓熊⾕スポーツ⽂化公園東多目的 G組　１２⽉２6⽇︓熊⾕スポーツ⽂化公園東多目的

対戦 対戦

Ｄ組　１２⽉２５⽇　会場︓利根川葛和田C⾯ Ｃ組　１２⽉２6⽇　会場︓利根川葛和田C⾯

ブロック（３）Ｅ・Ｆ組
Ｅ組　１２⽉２５⽇　会場︓利根川葛和田C⾯ E組　１２⽉２６⽇　会場︓利根川葛和田C⾯

対戦 対戦

F組　１２⽉２5⽇　会場︓熊⾕さくら運動公園南⾯ F組　１２⽉２６⽇　会場︓熊⾕さくら運動公園南⾯

ブロック（４）Ｇ・Ｈ組

対戦 対戦

Ｈ組　１２⽉２５⽇︓熊⾕スポーツ⽂化公園自由広場 Ｈ組　１２⽉２6⽇︓熊⾕スポーツ⽂化公園自由広場


