
第３２回姫路サッカーフェスティバル　招待サッカー　中学の部 ８月１７日（水）：第１日目

会場 球技スポーツセンターメイン 会場 広畑東緑地グランド 会場 琴陵 中学校 会場 高丘 中学校

時間 対 戦 時間 対 戦 時間 対 戦 時間 対 戦

9:30 灘 vs 稲美 9:30 山崎西 vs 神戸朝鮮 10:30 アグア姫路 vs 浜の宮 9:30 別府 vs 大久保北

10:30 大住 vs 新庄 10:30 竜操 vs 安室 11:20 龍野東 vs 琴陵 10:30 篠山 vs 高丘

11:30 Ｂ 戦 11:30 Ｂ 戦 12:10 Ｂ 戦 11:30 Ｂ 戦

12:00 稲美 vs 大住 12:00 神戸朝鮮 vs 竜操 12:40 浜の宮 vs 龍野東 12:00 大久保北 vs 篠山

13:00 灘 vs 新庄 13:00 山崎西 vs 安室 13:30 アグア姫路 vs 琴陵 13:00 別府 vs 高丘

14:00 Ｂ 戦 14:00 Ｂ 戦 14:20 Ｂ 戦 14:00 Ｂ 戦

14:30 稲美 vs 新庄 14:30 神戸朝鮮 vs 安室 14:50 浜の宮 vs 琴陵 14:30 大久保北 vs 高丘

15:30 大住 vs 灘 15:30 竜操 vs 山崎西 15:40 龍野東 vs アグア姫路 15:30 篠山 vs 別府

会場 球技スポーツセンターサブ 会場 中島東公園グランド 会場 城乾 中学校 会場 大津 中学校

時間 対 戦 時間 対 戦 時間 対 戦 時間 対 戦

9:30 丹南 vs NASEBANAR姫路 9:30 デルフィネス赤穂 vs 朝霧 9:30 平岡南 vs 上郡 9:30 神吉 vs 江井島

10:30 大住FC vs 大白書 10:30 高槻三 vs 飾磨東 10:30 宝梅 vs 城乾 10:30 港島学園 vs 大津

11:30 Ｂ 戦 11:30 Ｂ 戦 11:30 Ｂ 戦 11:30 Ｂ 戦

12:00 NASEBANAR姫路 vs 大住FC 12:00 朝霧 vs 高槻三 12:00 上郡 vs 宝梅 12:00 江井島 vs 港島学園

13:00 丹南 vs 大白書 13:00 デルフィネス赤穂 vs 飾磨東 13:00 平岡南 vs 城乾 13:00 神吉 vs 大津

14:00 Ｂ 戦 14:00 Ｂ 戦 14:00 Ｂ 戦 14:00 Ｂ 戦

14:30 NASEBANAR姫路 vs 大白書 14:30 朝霧 vs 飾磨東 14:30 上郡 vs 城乾 14:30 江井島 vs 大津

15:30 大住FC vs 丹南 15:30 高槻三 vs デルフィネス赤穂 15:30 宝梅 vs 平岡南 15:30 港島学園 vs 神吉

会場 新日鐵広畑グランド 会場 網干南公園グランド 会場 大的 中学校 会場 東 中学校

時間 対 戦 時間 対 戦 時間 対 戦 時間 対 戦

9:30 龍野西 vs 小野 9:30 太子東 vs リベルタ明石 9:30 兵庫FC vs 西脇南 9:30 市川 vs AC高砂

10:30 鳥取桜丘 vs ルゼル 10:30 郡山西 vs 朝日 10:30 和気 vs 大的 10:30 望海 vs 東

11:30 Ｂ 戦 11:30 Ｂ 戦 11:30 Ｂ 戦 11:30 Ｂ 戦

12:00 小野 vs 鳥取桜丘 12:00 リベルタ明石 vs 郡山西 12:00 西脇南 vs 和気 12:00 AC高砂 vs 望海

13:00 龍野西 vs ルゼル 13:00 太子東 vs 朝日 13:00 兵庫FC vs 大的 13:00 市川 vs 東

14:00 Ｂ 戦 14:00 Ｂ 戦 14:00 Ｂ 戦 14:00 Ｂ 戦

14:30 小野 vs ルゼル 14:30 リベルタ明石 vs 朝日 14:30 西脇南 vs 大的 14:30 AC高砂 vs 東

15:30 鳥取桜丘 vs 龍野西 15:30 郡山西 vs 太子東 15:30 和気 vs 兵庫FC 15:30 望海 vs 市川


