
会場：神栖市海浜多目的運動広場 10月4日

１試合目 9時15分 鹿島アントラーズJr 対 土合ＦＣ 息栖SSS 日の出SSS

２試合目 10時00分 息栖SSS 対 日の出SSS 鹿島アントラーズJr 土合ＦＣ

３試合目 10時45分 鹿島アントラーズJr 対 平井SSS 息栖SSS 横瀬SSS

４試合目 11時30分 息栖SSS 対 横瀬SSS 鹿島アントラーズJr 平井SSS

休憩(４０分）

５試合目 12時45分 鹿島アントラーズJr 対 三笠小SSS 息栖SSS 波野SSS

６試合目 13時30分 息栖SSS 対 波野SSS 鹿島アントラーズJr 三笠小SSS

１試合目 9時15分 平井SSS 対 三笠小SSS 横瀬SSS 波野SSS

２試合目 10時00分 横瀬SSS 対 波野SSS 平井SSS 三笠小SSS

３試合目 10時45分 土合ＦＣ 対 三笠小SSS 日の出SSS 波野SSS

４試合目 11時30分 日の出SSS 対 波野SSS 土合ＦＣ 三笠小SSS

休憩(４０分）

５試合目 12時45分 土合ＦＣ 対 平井SSS 日の出SSS 横瀬SSS

６試合目 13時30分 日の出SSS 対 横瀬SSS 土合ＦＣ 平井SSS

会場：鉾田市　総合公園 10月4日

１試合目 9時15分 カシマアカデミーJr 対 ＦＣ北浦 フォルサ太田SSS 神栖クラブJr

２試合目 10時00分 フォルサ太田SSS 対 神栖クラブJr カシマアカデミーJr ＦＣ北浦

３試合目 10時45分 カシマアカデミーJr 対 青柳EFC SS フォルサ太田SSS 大野SSS

４試合目 11時30分 フォルサ太田SSS 対 大野SSS カシマアカデミーJr 青柳EFC SS

休憩(４０分）

５試合目 12時45分 カシマアカデミーJr 対 旭SSS フォルサ太田SSS FCドルフィン大洋S

６試合目 13時30分 フォルサ太田SSS 対 FCドルフィン大洋S カシマアカデミーJr 旭SSS

１試合目 9時15分 青柳EFC SS 対 旭SSS 大野SSS FCドルフィン大洋S

２試合目 10時00分 大野SSS 対 FCドルフィン大洋S 青柳EFC SS 旭SSS

３試合目 10時45分 ＦＣ北浦 対 旭SSS 神栖クラブJr FCドルフィン大洋S

４試合目 11時30分 神栖クラブJr 対 FCドルフィン大洋S ＦＣ北浦 旭SSS

休憩(４０分）

５試合目 12時45分 ＦＣ北浦 対 青柳EFC SS 神栖クラブJr 大野SSS

６試合目 13時30分 神栖クラブJr 対 大野SSS ＦＣ北浦 青柳EFC SS

JFA第44回全日本U-12サッカー選手権大会茨城県大会【県東地区大会】

Ａコート 対戦相手 審判割当て

Ｂコート 対戦相手 審判割当て

Cコート 対戦相手 審判割当て

Ⅾコート 対戦相手 審判割当て



会場：神栖市海浜多目的運動広場 10月10日

１試合目 9時15分 FC麻生 対 軽野SSS 鉾田SSS FC波崎

２試合目 10時00分 鉾田SSS 対 FC波崎 FC麻生 軽野SSS

３試合目 10時45分 FC麻生 対 延方SS 鉾田SSS 鹿島SSS

４試合目 11時30分 鉾田SSS 対 鹿島SSS FC麻生 延方SS

休憩(４０分）

５試合目 12時45分 FC麻生 対 大野原SSS 鉾田SSS 潮来SSS

６試合目 13時30分 鉾田SSS 対 潮来SSS FC麻生 大野原SSS

１試合目 9時15分 延方SS 対 大野原SSS 鹿島SSS 潮来SSS

２試合目 10時00分 鹿島SSS 対 潮来SSS 延方SS 大野原SSS

３試合目 10時45分 軽野SSS 対 大野原SSS FC波崎 潮来SSS

４試合目 11時30分 FC波崎 対 潮来SSS 軽野SSS 大野原SSS

休憩(４０分）

５試合目 12時45分 軽野SSS 対 延方SS FC波崎 鹿島SSS

６試合目 13時30分 FC波崎 対 鹿島SSS 軽野SSS 延方SS

会場：鹿嶋市　高松緑地多目的球技場 10月10日

１試合目 9時15分 FCｸﾚｾｰﾙ鹿嶋Jr 対 玉造FC 豊郷SSS 津知SS

２試合目 10時00分 豊郷SSS 対 津知SS FCｸﾚｾｰﾙ鹿嶋Jr 玉造FC

３試合目 10時45分 FCｸﾚｾｰﾙ鹿嶋Jr 対 牛堀SSS 豊郷SSS 津知SS

４試合目 11時30分 豊郷SSS 対 津知SS FCｸﾚｾｰﾙ鹿嶋Jr 牛堀SSS

５試合目 12時15分 玉造FC 対 牛堀SSS 豊郷SSS 津知SS

６試合目 13時00分 津知SS 対 高松小SSS 玉造FC 牛堀SSS

Ａコート 対戦相手 審判割当て

Aコート 対戦相手 審判割当て

Ｂコート 対戦相手 審判割当て


