
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２０日（土）：第４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 大白書 中学校 会場 淳心 学院

時間 対 戦 時間 対 戦 時間 対 戦 時間 対 戦

9:30 大津 vs LAKE　WEST 9:30 灘 vs 衣川 9:30 市川 vs 大白書 9:30 レジョール飾磨 vs 野々池

10:30 神戸朝鮮 vs 山口 10:30 FC川西 vs エストレラ津田 10:30 デルフィネス赤穂 vs 大久保 10:30 王塚台 vs 淳心

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

12:00 LAKE　WEST vs 神戸朝鮮 12:00 衣川 vs FC川西 12:00 大白書 vs デルフィネス赤穂 12:00 野々池 vs 王塚台

13:00 大津 vs 山口 13:00 灘 vs エストレラ津田 13:00 市川 vs 大久保 13:00 レジョール飾磨 vs 淳心

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

14:30 LAKE　WEST vs 山口 14:30 衣川 vs エストレラ津田 14:30 大白書 vs 大久保 14:30 野々池 vs 淳心

15:30 神戸朝鮮 vs 大津 15:30 FC川西 vs 灘 15:30 デルフィネス赤穂 vs 市川 15:30 王塚台 vs レジョール飾磨

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 山陽 中学校

時間 対 戦 時間 対 戦 時間 対 戦

9:30 網干 vs リベルタ明石 9:30 飾磨西 vs 明石高丘 9:30 琴陵 vs 江井島

10:30 玉津 vs 東光 10:30 山﨑西 vs エストレラ姫路 10:30 三木東 vs 山陽

11:30 Ｂ 戦 11:30 Ｂ 戦 11:30 Ｂ 戦

12:00 リベルタ明石 vs 玉津 12:00 明石高丘 vs 山﨑西 12:00 江井島 vs 三木東

13:00 網干 vs 東光 13:00 飾磨西 vs エストレラ姫路 13:00 琴陵 vs 山陽

14:00 Ｂ 戦 14:00 Ｂ 戦 14:00 Ｂ 戦

14:30 リベルタ明石 vs 東光 14:30 明石高丘 vs エストレラ姫路 14:30 江井島 vs 山陽

15:30 玉津 vs 網干 15:30 山﨑西 vs 飾磨西 15:30 三木東 vs 琴陵

会場 網干南公園グランド 会場 高丘 中学校 会場 神河 中学校

時間 対 戦 時間 対 戦 時間 対 戦

9:30 飾磨東 vs 岩岡 10:30 魚住 vs 芳田 9:30 イルソーレ小野 vs 二見

10:30 新庄 vs 朝日 11:20 広嶺 vs 高丘 10:30 豊岡北 vs 神河

11:30 Ｂ 戦 12:10 Ｂ 戦 11:30 Ｂ 戦

12:00 岩岡 vs 新庄 12:40 芳田 vs 広嶺 12:00 二見 vs 豊岡北

13:00 飾磨東 vs 朝日 13:30 魚住 vs 高丘 13:00 イルソーレ小野 vs 神河

14:00 Ｂ 戦 14:20 Ｂ 戦 14:00 Ｂ 戦

14:30 岩岡 vs 朝日 14:50 芳田 vs 高丘 14:30 二見 vs 神河

15:30 新庄 vs 飾磨東 15:40 広嶺 vs 魚住 15:30 豊岡北 vs イルソーレ小野


