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2018年12月23日（日）

会場：日南市大藤河川グランドＡ設営

2 １０：３０～ A アリーバ ロンド 協会

本部
０９：００～ A フォルトゥナ テゲバジャーロ 協会 アリーバ ロンド ロンド

マッチナンバー kick off ピッチ 対           戦 R AR

テゲバジャーロ フォルトゥナ フォルトゥナ

１２：００～ A フォルトゥナ ヴォラエスト 協会 FC　GOLAZO 太陽宮崎 FC　GOLAZO

１３：３０～ A アリーバ ヴィラル木花 協会 アヴェンソアール テゲバジャーロ テゲバジャーロ

１５：００～ A テゲバジャーロ アヴェンソアール 協会 ヴィラル木花 アリーバ アリーバ

6 ０９：００～ B アヴェンソアール 児湯SC 協会

会場：日南市大藤河川グランドＢ設営
マッチナンバー kick off ピッチ 対           戦 R AR 本部

FC　GOLAZO ヴィラル木花 FC　GOLAZO

１０：３０～ B 太陽宮崎 ヴィラル木花 協会 アヴェンソアール 児湯SC 児湯SC

１２：００～ 相互 相互 相互 相互
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１３：３０～ B ロンド 太陽宮崎 協会 児湯SC ヴォラエスト ヴォラエスト

ロンド 太陽宮崎 太陽宮崎

会場：日南防災公園Ｃ 設営

9 １５：００～ B 児湯SC ヴォラエスト 協会

11 １０：３０～ C セレソン アスピラーズ 協会

本部
０９：００～ C セントラル KITAKIRISHIMA 協会 アスピラーズ セレソン セレソン

マッチナンバー kick off ピッチ 対           戦 R AR

セントラル KITAKIRISHIMA KITAKIRISHIMA

１２：００～ ＦＣ　ＧＯＬＡＺＯ セレソン 相互 相互

１５：００～ セントラル 旭スポーツ 相互 相互 相互 相互

相互 相互

１３：３０～ C セントラル 旭スポーツ 協会 セレソン インセブル

プログレッソ インセブル インセブル

１０：３０～ D プログレッソ インセブル 協会 旭スポーツ

０９：００～ D 旭スポーツ ヴェントノーバ 協会

ヴェントノーバヴェントノーバ

１２：００～ 相互 相互 相互 相互

１３：３０～ D KITAKIRISHIMA ヴェントノーバ 協会 インセブル アスピラーズ アスピラーズ

相互 相互 相互

2018年12月24日（月）

１５：００～ 旭スポーツ ＦＣ　ＧＯＬＡＺＯ 相互

会場：日南市大藤河川グランドＡ設営
マッチナンバー kick off ピッチ 対           戦 R AR 本部

０９：００～ A フォルトゥナ アヴェンソアール 協会 アリーバ 太陽宮崎

18 １２：００～ A 児湯SC テゲバジャーロ 協会

太陽宮崎

１０：３０～ A アリーバ 太陽宮崎 協会 フォルトゥナ アヴェンソアール アヴェンソアール

ヴィラル木花 太陽宮崎 太陽宮崎

１３：３０～ 相互 相互 相互 相互

１５：００～ A フォルトゥナ 児湯SC 協会 アリーバ ヴィラル木花 ヴィラル木花

会場：日南市大藤河川グランドＢ設営
マッチナンバー kick off ピッチ 対           戦 R AR

21 １０：３０～ B ロンド ヴィラル木花 協会

本部
０９：００～ B ヴォラエスト テゲバジャーロ 協会 ロンド FC　GOLAZO FC　GOLAZO

ヴォラエスト 児湯SC 児湯SC

１２：００～ ＦＣ　ＧＯＬＡＺＯ フォルトゥナ 相互 相互

１５：００～ B ヴォラエスト アヴェンソアール 協会 ロンド FC　GOLAZO FC　GOLAZO

相互 相互

１３：３０～ ＦＣ　ＧＯＬＡＺＯ 太陽宮崎 相互 相互 相互

セントラル ヴェントノーバヴェントノーバ

１０：３０～ C セントラル ヴェントノーバ 協会 セレソン

０９：００～ C セレソン プログレッソ 協会

プログレッソ プログレッソ

１２：００～ ヴェントノーバ 相互 相互 相互 相互

１３：３０～ C セレソン インセブル 協会 セントラル 旭スポーツ 旭スポーツ

相互 相互 相互

会場：日南防災公園Ｄ 設営

１５：００～ 相互

27 １０：３０～ D 旭スポーツ KITAKIRISHIMA 協会

本部
０９：００～ D アスピラーズ インセブル 協会 旭スポーツ KITAKIRISHIMA KITAKIRISHIMA

マッチナンバー kick off ピッチ 対           戦 R AR

アスピラーズ インセブル インセブル
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会場：日南防災公園Ｃ 設営
マッチナンバー kick off ピッチ 対           戦 R AR 本部

相互
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会場：日南防災公園Ｄ 設営
マッチナンバー kick off ピッチ 対           戦 R AR 本部

インセブル



１２：００～ 旭スポーツ 相互 相互

28 ヴェントノーバ

１５：００～ 旭スポーツ 相互 相互 相互 相互

相互 相互

１３：３０～ D プログレッソ アスピラーズ 協会 KITAKIRISHIMA ヴェントノーバ


