
第１５回 Ｕ-１１ 筑紫野カップ 

 

２０１５年 ２月 ２８日 （ 土 ） 予選リーグ 

 

【第１会場】  シュロアモール筑紫野多目的グランド 

 

        惣利      アメイシャ 

 

 

 

      カミーリアＳＣ     ＢＵＤＤＹ          宇美Ｊｒ         カミーリアＦＣ 

 

 時 間 試  合 結 果 審 判 

9:30～ 監督会議   

10:00～ 惣利 ｖｓ カミーリアＳＣ ０－６ 宇美Ｊｒ 

10:40～ アメイシャ ｖｓ 宇美Ｊｒ ２－０ カミーリアＳＣ 

11:20～ 惣利 ｖｓ ＢＵＤＤＹ ０－５ カミーリアＦＣ 

12:00～ アメイシャ ｖｓ カミーリアＦＣ ３－０ 惣利 

12:40～ カミーリアＳＣ ｖｓ ＢＵＤＤＹ ０－３ アメイシャ 

13:20～ 宇美Ｊｒ ｖｓ カミーリアＦＣ ０－１ ＢＵＤＤＹ 

  休憩   

14:30～ 惣利 ｖｓ 宇美Ｊｒ １－３   アメイシャ 

15:10～ カミーリアＳＣ ｖｓ カミーリアＦＣ ５－３ 惣利 

15:50～ ＢＵＤＤＹ ｖｓ アメイシャ ３－１   カミーリアＦＣ 

 

【第２会場】  筑紫野市筑紫運動広場｛農業者トレーニングセンターグランド｝ 

 

        春日野           太宰府南 

 

 

 

  循誘         ＢＲＡＶＯ          神野          FC Lieto 

 

 時 間 試  合 結 果 審 判 

9:30～ 監督会議   

10:00～ 春日野 ｖｓ 循誘 ３－１ FC Lieto 

10:40～ 太宰府南 ｖｓ 神野 １３－０ ＢＲＡＶＯ 

11:20～ 春日野 ｖｓ  ＢＲＡＶＯ ０－６ 神野 

12:00～ 太宰府南 ｖｓ FC Lieto ８－０ 循誘 

12:40～ 循誘 ｖｓ  ＢＲＡＶＯ ０－１４ 太宰府南 

13:20～ 神野 ｖｓ FC Lieto ０－７ 春日野 

  休憩    

14:30～ 循誘 ｖｓ 神野 ０－１    太宰府南 

15:10～ 春日野 ｖｓ FC Lieto ４－１      循誘 

15:50～  ＢＲＡＶＯ. ｖｓ 太宰府南 １－０    FC Lieto 

 



【第３会場】  筑紫野市総合グランド（天拝湖）多目的グランド 

 

          フレスト                ファルファーラ 

 

 

   

 

 小郡セントラル   二日市               アザレア     筑紫野ＦＣ 

 

 時 間 試  合 結 果 審 判 

9:30～ 開会式    

10:00～ フレスト ｖｓ 小郡セントラル １２－０ 筑紫野ＦＣ 

10:40～ ファルファーラ ｖｓ アザレア １－１ 二日市 

11:20～ フレスト ｖｓ 二日市 １－０ アザレア 

12:00～ ファルファーラ ｖｓ 筑紫野ＦＣ ２－２ 小郡セントラル 

12:40～ 小郡セントラル ｖｓ 二日市 ０－８ ファルファーラ 

13:20～ アザレア ｖｓ 筑紫野ＦＣ ５－０ フレスト 

  休憩    

14:30～ 小郡セントラル ｖｓ 筑紫野ＦＣ ０－５  アザレア 

15:10～ 二日市 ｖｓ ファルファーラ ０－４  小郡セントラル 

15:50～ フレスト ｖｓ アザレア １－７ ファルファーラ 

 

２０１５年 ３月 １日 （日） 決勝リーグ 

 

【第１会場】  １．２位グループ順位決定戦 筑紫野市筑紫運動広場｛農業者トレーニングセンターグランド｝ 

 

ＢＵＤＤＹ                       アザレア 

 

 

 

 

 

 

 ＢＲＡＶＯ      フレスト         アメイシャ        太宰府南 

 

  時 間 試  合 結 果 審 判 

9:30～ 監督会議    

10:00～ ＢＵＤＤＹ   対  ＢＲＡＶＯ ２－１ 太宰府南 

10:40～ アザレア    対  アメイシャ ３－１ ＢＲＡＶＯ 

11:20～ ＢＵＤＤＹ   対  フレスト ７－０ アメイシャ 

12:00～ アザレア   対  太宰府南 １－１ ＢＵＤＤＹ 

12:40～ ＢＲＡＶＯ   対  フレスト ５－０ アザレア 

13:20～ アメイシャ   対  太宰府南 ０－２ フレスト 

  休憩   

14:30～ 5、6位決定戦 フレスト 対 アメイシャ ０－６ アザレア 

15:10～ 3位決定戦  ＢＲＡＶＯ  対  太宰府南 １－０ フレスト 

15:50～ 決勝戦  ＢＵＤＤＹ  対  アザレア ４－０ 太宰府南 



【第２会場】  ３．４位グループ順位決定戦 シュロアモール筑紫野多目的グランド 

 

カミーリアＳＣ       ファルファーラ 

 

 

 

 

 

 

 春日野     二日市           カミーリアＦＣ       FC Lieto 

 

 時 間 試  合 結 果 審 判 

9:30～ 監督会議     

10:00～ カミーリアＳＣ    対    春日野 １－２ FC Lieto 

10:40～ ファルファーラ   対    カミーリアＦＣ ３－１ 春日野 

11:20～ カミーリアＳＣ    対    二日市  ０－３ ファルファーラ 

12:00～ ファルファーラ   対    FC Lieto ５－０ カミーリアＳＣ 

12:40～ 春日野         対    二日市 １－３ カミーリアＦＣ 

13:20～ カミーリアＦＣ    対    FC Lieto ９－０ 二日市 

  休憩    

14:30～ 5、6位決定戦 カミーリアＳＣ 対 FC Lieto 中止 ファルファーラ 

15:10～ 3、4位決定戦 春日野 対 カミーリアＦＣ 中止 カミーリアＳＣ 

15:50～ 1、2位決定戦 二日市 対 ファルファーラ １－５ カミーリアＦＣ 

 

【第３会場】  ５．６位グループ順位決定戦 筑紫野市立山口小学校グランド 

 

宇美Ｊｒ        筑紫野ＦＣ 

 

 

 

 

 

 

 神野     小郡セントラル       惣利            循誘 

 

 時 間 試  合 結 果 審 判 

9:30～ 監督会議    

10:00～    宇美Ｊｒ     対     神野 ２－０ 循誘 

10:40～    筑紫野ＦＣ  対     惣利 ６－０ 神野 

11:20～    宇美Ｊｒ     対    小郡セントラル ４－１ 惣利 

12:00～    筑紫野ＦＣ  対    循誘 ６－１ 宇美Ｊｒ 

12:40～    神野       対    小郡セントラル １－４ 筑紫野ＦＣ 

13:20～    惣利       対    循誘 ２－２ 小郡セントラル 

  休憩   

14:30～ 5、6位決定戦 神野 対 惣利 ３－２ 筑紫野ＦＣ 

15:10～ 3、4位決定戦 小郡セントラル 対 循誘 ２－３ 神野 

15:50～ 1、2位決定戦 宇美Ｊｒ 対 筑紫野ＦＣ １－５ 循誘 

 


