
時間

11:30 託麻原 ｖｓ 明野北 太陽玉名 ｖｓ 明倫

12:10 ブレイズ西 ｖｓ ブルーウィング ブラスト ｖｓ 太陽久留米

12:50 浜少年 ｖｓ プラッツ 判田 ｖｓ セイザン

13:30 託麻原 ｖｓ 明倫 明野北 ｖｓ 太陽玉名 ブレイズ西 ｖｓ ブラスト ブルーウィング ｖｓ 太陽久留米

14:10 ｖｓ ｖｓ 浜少年 ｖｓ 判田 プラッツ ｖｓ セイザン

14:50 託麻原 ｖｓ 太陽玉名 明野北 ｖｓ 明倫 ブレイズ西 ｖｓ 太陽久留米 ブルーウィング ｖｓ ブラスト

15:30 ブレイズ ｖｓ 南宇和 ｖｓ 浜少年 ｖｓ セイザン プラッツ ｖｓ 判田

16:10 明倫 南宇和 ブレイズ 太陽久留米 ｖｓ

時間

10:00 太陽久留米 託麻原 南宇和 浜少年 ブラスト 太陽玉名 YMCA 判田

10:45 ブルーウィング 明野北 ブレイズ セイザン ブレイズ西 明倫 アルフィーオ プラッツ

11:30 太陽久留米 南宇和 託麻原 浜少年 ブラスト YMCA 太陽玉名 判田

12:15 ブルーウィング ブレイズ 明野北 セイザン ブレイズ西 アルフィーオ 明倫 プラッツ

13:00

13:45

14:30 太陽久留米 浜少年 託麻原 南宇和 ブラスト 判田 太陽玉名 YMCA

15:15 ブルーウィング セイザン 明野北 ブレイズ ブレイズ西 プラッツ 明倫 アルフィーオ

16:00

時間

10:00 太陽久留米 明野北 YMCA プラッツ 南宇和 セイザン ブラスト ブレイズ西

10:45 託麻原 ブレイズ 判田 明倫 浜少年 ブルーウィング 太陽玉名 アルフィーオ

11:30 太陽久留米 YMCA 明野北 プラッツ 南宇和 ブラスト セイザン ブレイズ西

12:15 託麻原 判田 ブレイズ 明倫 浜少年 太陽玉名 ブルーウィング アルフィーオ

13:00 太陽久留米 プラッツ YMCA 明野北 南宇和 ブレイズ西 ブラスト セイザン

13:45 託麻原 明倫 判田 ブレイズ 浜少年 アルフィーオ 太陽玉名 ブルーウィング

14:30

※試合時間は１５－３－１５でお願いします。試合後の挨拶は時間短縮の為全日程終了後にお願いします。

※主審は相互で、副審は生徒でも構いません。給水タイムは各自で決めて下さい。ただし、試合時間の遅れがないようにお願い致します。

※試合時間開始の時間が遅れないために、次の試合のチームは早めに準備をお願いします。

※雨天、芝生の状態により時間制限・中止になることもありますのでご了承ください。

マクドナルドチャレンジカップＵ－１２　８月１０日（金）組合せ

第１グラウンド宿舎側 第１グラウンド山側 第２グラウンド手前 第２グラウンド山側

他の団体が使用中 他の団体が使用中

マクドナルドチャレンジカップＵ－１２　８月１１日（土）組合せ

第１グラウンド宿舎側 第１グラウンド山側 第２グラウンド手前 第２グラウンド山側

マクドナルドチャレンジカップＵ－１２　８月１２日（日）組合せ

第１グラウンド宿舎側 第１グラウンド山側 第２グラウンド手前 第２グラウンド山側



時間

11:30

12:10

12:50

13:30 セイザン① 唐津① フラップ・プライド ミレニオ① 唐津② セイザン②

14:10 太陽久留米 ミレニオ② ブルーウィング 明倫 ブラスト 太陽玉名

14:50 託麻原 セイザン① ミレニオ 明倫 浜少年 唐津②

15:30 唐津① 太陽久留米 ブルーウィング フラップ・プライド ブラスト セイザン②

16:10 ミレニオ② 託麻原 浜少年 太陽玉名

時間

10:00 セイザン① 太陽久留米 フラップ・プライド 明倫 唐津② ブラスト

10:45 唐津① 託麻原 ミレニオ① ブルーウィング YMCA 明倫 セイザン② 浜少年

11:30 ミレニオ② セイザン① YMCA フラップ・プライド 太陽玉名 唐津②

12:15 太陽久留米 託麻原 YMCA ブルーウィング ブラスト 浜少年

13:00 唐津① ミレニオ② YMCA ミレニオ① セイザン② 太陽玉名

13:45

14:30 ブルーウィング 浜少年 ミレニオ② 唐津② 明倫 託麻原

15:15 セイザン① ブラスト 太陽久留米 セイザン② ミレニオ① 唐津① フラップ・プライド 太陽玉名

16:00 YMCA 唐津①

時間

10:00 セイザン① フラップ・プライド 太陽玉名 唐津① 浜少年 太陽久留米

10:45 セイザン② 明倫 YMCA 唐津② 浜少年 ブラスト ブルーウィング 託麻原

11:30 YMCA セイザン① ブルーウィング 太陽玉名

12:15 セイザン② 唐津① 託麻原 唐津② 太陽久留米 ブラスト

13:00 セイザン① 明倫 託麻原 セイザン② 浜少年 唐津① YMCA フラップ・プライド

13:45 ブルーウィング 明倫 太陽久留米 唐津② 託麻原 ブラスト 太陽玉名 フラップ・プライド

14:30

※試合時間は１５－３－１５でお願いします。試合後の挨拶は時間短縮の為全日程終了後にお願いします。

※主審は相互で、副審は生徒でも構いません。給水タイムは各自で決めて下さい。ただし、試合時間の遅れがないようにお願い致します。

※試合時間開始の時間が遅れないために、次の試合のチームは早めに準備をお願いします。

※雨天、芝生の状態により時間制限・中止になることもありますのでご了承ください。

他の団体が使用中

マクドナルドチャレンジカップＵ－１１　８月１０日（金）組合せ

第３グラウンド手前 第３グラウンド山側 第６グラウンド駐車場側 第６グラウンド山側

他の団体が使用中 他の団体が使用中 他の団体が使用中

マクドナルドチャレンジカップＵ－１１　８月１１日（土）組合せ

第３グラウンド手前 第３グラウンド山側 第６グラウンド駐車場側 第６グラウンド山側

マクドナルドチャレンジカップＵ－１１　８月１２日（日）組合せ

第３グラウンド手前 第３グラウンド山側 第６グラウンド駐車場側 第６グラウンド山側


