
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１８日（木）：第２日目

会場 球技スポーツセンターメイン 会場 中島東公園グランド 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 安室 vs 郡山西 9:30 稲美 vs 甲陵 9:30 望海 vs 旭丘 10:30 琴陵 vs 太子東

10:30 けやき台Blue vs FC川西 10:30 竜操 vs エストレラ姫路 10:30 鳥取南 vs 大的 11:20 衣川 vs 東

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

12:00 郡山西 vs けやき台Blue 12:00 甲陵 vs 竜操 12:00 旭丘 vs 鳥取南 12:40 太子東 vs 衣川

13:00 安室 vs FC川西 13:00 稲美 vs エストレラ姫路 13:00 望海 vs 大的 13:30 琴陵 vs 東

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

14:30 郡山西 vs FC川西 14:30 甲陵 vs エストレラ姫路 14:30 旭丘 vs 大的 14:50 太子東 vs 東

15:30 けやき台Blue vs 安室 15:30 竜操 vs 稲美 15:30 鳥取南 vs 望海 15:40 衣川 vs 琴陵

会場 球技スポーツセンターサブ 会場 網干南公園グランド 会場 神河 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 レジョール飾磨 vs 大久保北 9:30 広畑 vs 太子西 9:30 朝霧 vs 西脇南 9:30 四郷 vs AC高砂

10:30 けやき台Red vs 東光 10:30 飾磨西 vs 朝日 10:30 気高 vs 神河 10:30 港島学園 vs 高丘

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

12:00 大久保北 vs けやき台Red 12:00 太子西 vs 飾磨西 12:00 西脇南 vs 気高 12:00 AC高砂 vs 港島学園

13:00 レジョール飾磨 vs 東光 13:00 広畑 vs 朝日 13:00 朝霧 vs 神河 13:00 四郷 vs 高丘

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

14:30 大久保北 vs 東光 14:30 太子西 vs 朝日 14:30 西脇南 vs 神河 14:30 AC高砂 vs 高丘

15:30 けやき台Red vs レジョール飾磨 15:30 飾磨西 vs 広畑 15:30 気高 vs 朝霧 15:30 港島学園 vs 四郷

会場 新日鐵広畑グランド 会場 網干 中学校 会場 香寺 中学校 会場 城乾 中学校

時間 対 戦 時間 対 戦 時間 対 戦 時間 対 戦

9:30 御津 vs 大住FC 10:30 江井島 vs 神戸朝鮮 9:30 アグア姫路 vs 小野南 9:30 別所 vs 竜が台

10:30 三木緑が丘 vs ルゼル 11:20 宝梅 vs 網干 10:30 新庄 vs 香寺 10:30 豊岡南 vs 城乾

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

12:00 大住FC vs 三木緑が丘 12:40 神戸朝鮮 vs 宝梅 12:00 小野南 vs 新庄 12:00 竜が台 vs 豊岡南

13:00 御津 vs ルゼル 13:30 江井島 vs 網干 13:00 アグア姫路 vs 香寺 13:00 別所 vs 城乾

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

14:30 大住FC vs ルゼル 14:50 神戸朝鮮 vs 網干 14:30 小野南 vs 香寺 14:30 竜が台 vs 城乾

15:30 三木緑が丘 vs 御津 15:40 宝梅 vs 江井島 15:30 新庄 vs アグア姫路 15:30 豊岡南 vs 別所

会場 広畑東緑地グランド 会場 大津 中学校 会場 灘 中学校

時間 対 戦 時間 対 戦 時間 対 戦

9:30 増位 vs 大住 9:30 龍野東 vs 稲美北 9:30 広嶺 vs イルソーレ小野

10:30 山崎東 vs エストレラ津田 10:30 鷹匠 vs 大津 10:30 向洋 vs 灘

11:30 Ｂ 戦 11:30 Ｂ 戦 11:30 Ｂ 戦

12:00 大住 vs 山崎東 12:00 稲美北 vs 鷹匠 12:00 イルソーレ小野 vs 向洋

13:00 増位 vs エストレラ津田 13:00 龍野東 vs 大津 13:00 広嶺 vs 灘

14:00 Ｂ 戦 14:00 Ｂ 戦 14:00 Ｂ 戦

14:30 大住 vs エストレラ津田 14:30 稲美北 vs 大津 14:30 イルソーレ小野 vs 灘

15:30 山崎東 vs 増位 15:30 鷹匠 vs 龍野東 15:30 向洋 vs 広嶺


