
＜第42回鳥取市サッカーフェスティバル大会予選日程＞

■１１月９日（土）　予選リーグ
倉田スポーツ広場

　A： 中ノ郷 大正 米里 浜村
B： KFC　B 河原 湖山西 城北

D21： 日進 若葉台 美保 青谷

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　試合 試合時間 対戦 コート 主審+四審 副審

─────────────────────────────────────────

1 ～ 日進 ＶＳ 若葉台 Ａ 相互 相互

美保 ＶＳ 青谷 Ｂ 相互 相互

2 ～

3 ～ 中ノ郷 ＶＳ 大正 Ａ 河原 湖山西

米里 ＶＳ 浜村 Ｂ 城北 KFC　B

4 ～ 若葉台 ＶＳ 美保 Ａ 相互 相互

青谷 ＶＳ 日進 Ｂ 相互 相互

5 ～ KFC　B ＶＳ 河原 Ａ 中ノ郷 大正

湖山西 ＶＳ 城北 Ｂ 米里 浜村

6 ～ 大正 ＶＳ 米里 Ａ 湖山西 城北

浜村 ＶＳ 中ノ郷 Ｂ KFC　B 河原

7 ～ 河原 ＶＳ 湖山西 A 浜村 中ノ郷

城北 ＶＳ KFC　B Ｂ 大正 米里

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

会場準備 ８：３０～（D2１、Aの各チームより各３名参加）

後片付け 試合終了後（A、Bの各チームより各３名参加）
会場運営 中ノ郷、日進、河原

（選手確認をしますので、中ノ郷、日進の運営の方々は８：４５には集合してください）
■注意事項

※Ａコートは上流側、Bコートは下流側になります。

※選手の写真を貼付けた選手証を持参した上で試合開始の３０分前までに本部席前で確認を済ませること。

※試合時におけるベンチの位置はピッチに向かった対戦表の位置になります。

※審判割当ては基本的に表の通りといたします。事情により自チームの帯同審判員が不在の場合でも

   チームで責任をもって審判員を確保してください。

12:30 13:05

13:15 13:50

14:00 14:35

10:35 11:00 開会式

11:45 12:20

10:00 10:35

11:00 11:35



＜第42回鳥取市サッカーフェスティバル大会予選日程＞

■１１月１０日（日）　予選リーグ
倉田スポーツ広場

C： 世紀 KFC　A 明徳 智頭
D： 八頭　B 末恒 醇風 イーズ
E： 八頭　A 面影　A 美保南
F： みわ 修立 津ノ井

D22： 福部 用瀬 いなば 国府東 面影　B

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　試合 試合時間 対戦 コート 主審+四審 副審
─────────────────────────────────────────

1 ～ 世紀 ＶＳ KFC　A A 八頭　A 面影　A
明徳 ＶＳ 智頭 Ｂ みわ 修立

2 ～ 八頭　A ＶＳ 面影　A Ａ 世紀 KFC　A
みわ ＶＳ 修立 Ｂ 明徳 智頭

福部 ＶＳ 用瀬 C 相互 相互

3 ～ KFC　A ＶＳ 明徳 Ａ 面影　A 八頭　A

智頭 ＶＳ 世紀 Ｂ 修立 みわ

いなば ＶＳ 国府東 C 相互 相互

4 ～ 美保南 ＶＳ 八頭　A Ａ 八頭　B 末恒

津ノ井 ＶＳ みわ Ｂ 醇風 イーズ

面影　B ＶＳ 福部 C 相互 相互

5 ～ 八頭　B ＶＳ 末恒 Ａ KFC　A 明徳

醇風 ＶＳ イーズ Ｂ 智頭 世紀

用瀬 ＶＳ いなば C 相互 相互

6 ～ 面影　A ＶＳ 美保南 A 末恒 醇風

修立 ＶＳ 津ノ井 Ｂ イーズ 八頭　B

国府東 ＶＳ 面影　B C 相互 相互

7 ～ 末恒 ＶＳ 醇風 A 美保南 面影　A

イーズ ＶＳ 八頭　B Ｂ 津ノ井 修立

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

会場準備 ８：３０～（試合No1、2、3のチームは、各チームより各３名参加）

後片付け 試合終了後（試合No5、6、7のチームは、各チームより各３名参加）

会場運営 KFC、みわ、醇風

（選手確認をしますので、KFC、みわの運営の方々は８：４５には集合してください）

■注意事項

※Ａコートは真ん中、Bコートは下流側、Cコートは上流側になります。

※選手の写真を貼付けた選手証を持参した上で試合開始の３０分前までに本部席前で確認を済ませること。

※試合時におけるベンチの位置はピッチに向かった対戦表の位置になります。

※審判割当ては基本的に表の通りといたします。事情により自チームの帯同審判員が不在の場合でも

   チームで責任をもって審判員を確保してください。

13:30 14:05

14:15 14:50

12:00 12:35

12:45 13:20

10:30 11:05

11:15 11:50

9:45 10:20


