
U-9 サッカーフェスティバル 2020セルラーパーク那覇
キッズゲーム　（6人制サッカー）　　　　　　午前の部

日時：2020年12月27日（日）　午前の部

会場：セルラーパーク

8：50集合（コート設営9：00～9：30）　9：00からの6チームのみ

ルール：オフサイドなしの少人数制サッカー

※ゲーム前と後の整列や挨拶はなし　すぐコートに入ってゲームを始めてください。

１部 試合時間：8分　(前半後半なし）　

時刻 Aコート 審判 時刻 Bコート 審判

① 9:30 金城イレブン vs 前島SC 当該 ① 9:30 高良FC vs 大道ｱﾚｯｸｽFC 当該

② 9:40 泊SC vs 坂下FC 当該 ② 9:40 金城イレブン vs 大道ｱﾚｯｸｽFC 当該

③ 9:50 前島SC vs 坂下FC 当該 ③ 9:50 高良FC vs 泊SC 当該

④ 10:00 金城イレブン vs 坂下FC 当該 ④ 10:00 大道ｱﾚｯｸｽFC vs 泊SC 当該

⑤ 10:10 前島SC vs 高良FC 当該 ⑤ 10:10 金城イレブン vs 泊SC 当該

⑥ 10:20 坂下FC vs 高良FC 当該 ⑥ 10:20 大道ｱﾚｯｸｽFC vs 前島SC 当該

⑦ 10:30 金城イレブン vs 高良FC 当該 ⑦ 10:30 泊SC vs 前島SC 当該

⑧ 10:40 坂下FC vs 大道ｱﾚｯｸｽFC 当該 ⑧

２部　11：20～　(コロナ感染予防として場所取りなどで11：00前に会場入りしないよう協力お願いします）

試合時間：8分　(前半後半なし）　

時刻 Aコート 審判 時刻 Bコート 審判

① 11:20 那覇ジュニアＳＣ vs FC南A 当該 ① 11:20 安謝SC vs 城岳FC 当該

② 11:30 ＦＣ首里 vs さつきSC.A 当該 ② 11:30 那覇ジュニアＳＣ vs 城岳FC 当該

③ 11:40 FC南A vs さつきSC.A 当該 ③ 11:40 安謝SC vs ＦＣ首里 当該

④ 11:50 那覇ジュニアＳＣ vs さつきSC.A 当該 ④ 11:50 城岳FC vs ＦＣ首里 当該

⑤ 12:00 FC南A vs 安謝SC 当該 ⑤ 12:00 那覇ジュニアＳＣ vs ＦＣ首里 当該

⑥ 12:10 さつきSC.A vs 安謝SC 当該 ⑥ 12:10 城岳FC vs FC南A 当該

⑦ 12:20 那覇ジュニアＳＣ vs 安謝SC 当該 ⑦ 12:20 ＦＣ首里 vs FC南A 当該

⑧ 12:30 さつきSC.A vs 城岳FC 当該 ⑧



U-9 サッカーフェスティバル 2020セルラーパーク那覇
キッズゲーム　（6人制サッカー）　　　　　　午後の部

日時：2020年12月27日（日）　午後の部

会場：セルラーパーク

（15：00からの６チームでゲーム終了後片付け）

ルール：オフサイドなしの少人数制サッカー

※ゲーム前と後の整列や挨拶はなし　すぐコートに入ってゲームを始めてください。

１部　13：10～　(コロナ感染予防として場所取りなどで12：30前に会場入りしないよう協力お願いします）

試合時間：１２分（6－2－6）

時刻 Aｺｰﾄ 審　判 時刻 Bｺｰﾄ 審　判

① 13:10 さつきSC.B vs 識名FC.B 当該 ① 13:10 若狭SC.B vs FC南B 当該

② 13:30 さつきSC.B vs 若狭SC.B 当該 ② 13:30 識名FC.B vs 城北FC.B 当該

③ 13:50 さつきSC.B vs 城北FC.B 当該 ③ 13:50 識名FC.B vs FC南B 当該

④ 14:10 FC南B vs 城北FC.B 当該 ④ 14:10 識名FC.B vs 若狭SC.B 当該

⑤ 14:30 さつきSC.B vs FC南B 当該 ⑤ 14:30 若狭SC.B vs 城北FC.B 当該

２部　15：00～　(コロナ感染予防として場所取りなどで14：30前に会場入りしないよう協力お願いします）

試合時間：8分　(前半後半なし）　

時刻 Aコート 審判 時刻 Bコート 審判

① 15:00 城北FC.A vs 若狭SC.A 当該 ① 15:00 神原FC vs 宇栄原FC 当該

② 15:10 与儀LAZOS vs 識名FC.A 当該 ② 15:10 城北FC.A vs 宇栄原FC 当該

③ 15:20 若狭SC.A vs 識名FC.A 当該 ③ 15:20 神原FC vs 与儀LAZOS 当該

④ 15:30 城北FC.A vs 識名FC.A 当該 ④ 15:30 宇栄原FC vs 与儀LAZOS 当該

⑤ 15:40 若狭SC.A vs 神原FC 当該 ⑤ 15:40 城北FC.A vs 与儀LAZOS 当該

⑥ 15:50 識名FC.A vs 神原FC 当該 ⑥ 15:50 宇栄原FC vs 若狭SC.A 当該

⑦ 16:00 城北FC.A vs 神原FC 当該 ⑦ 16:00 与儀LAZOS vs 若狭SC.A 当該

⑧ 16:10 識名FC.A vs 宇栄原FC 当該 ⑧ 16:10 片付け


