
8:30 9:30
12:30

明治 桃園 ライズ明野 春日 カティオラrec 別保

戸次 アティオス

湯布院 森岡 吉野 大在 田尻 賀来 庄内 東大分

開始時刻 開始時刻

8:30 設営 8:30 設営

9:30 打合せ 責任者 9:30 打合せ 責任者

主審 主審

10:00 明治 － 湯布院 戸次 10:00 森岡 － 桃園 大在

10:30 戸次 － 吉野 明治 10:30 アティオス － 大在 森岡

11:00 明治 － 桃園 アティオス 11:00 湯布院 － 森岡 吉野

11:30 戸次 － アティオス 桃園 11:30 大在 － 吉野 湯布院

12:00 明治 － 森岡 戸次 12:00 湯布院 － 桃園 吉野

戸次 － 大在 森岡 吉野 － アティオス 桃園

打合せ 責任者 打合せ 責任者

13:00 ライズ明野 － 田尻 東大分 13:00 賀来 － 春日 別保

13:30 カティオラrec － 庄内 ライズ明野 13:30 東大分 － 別保 賀来

14:00 ライズ明野 － 春日 カティオラrec 14:00 田尻 － 賀来 東大分

14:30 カティオラrec － 別保 ライズ明野 14:30 庄内 － 東大分 田尻

15:00 ライズ明野 － 賀来 カティオラrec 15:00 田尻 － 春日 庄内

15:30 カティオラrec － 東大分 賀来 15:30 庄内 － 別保 春日

16:00 片付け 16:00 片付け

会場　　 七瀬川自然公園Ｇ

午後の部→ 監督会議 13:00 午後ゲーム開始

第５回　大分地区キッズリーグ　第１節【７月５日（土）】

グラウンド設営 監督会議 10:00 午前ゲーム開始

＜Ｂパート＞

午前の部参加チーム 午後の部参加チーム

　④本部用テントを倉庫内に返却願います。

　③少年用ゴールネットを倉庫から出して設置願います。

　④本部用テントを１張りのみ、グラウンド中央に設営担当２チームで張ってください。

　①１面あたりライン（石灰）を２袋まで使ってよいです。(午前２袋，午後2袋）

　②協会倉庫の中のラインカーは、１面１台まで使用可です。メジャー・予備のラインカーはチームで持参願います。

Ａコート Ｂコート
大在

カティオラrec 賀来

戸次
東 東

　①ゴミ拾い後、本部のゴミをまとめて持って帰る。

　②最終試合で使用したコートのトンボかけをお願いします。

　③ゴールネットは、倉庫内に返却願います。

対戦

榊
12:30

関
12:30

対戦



8:30 9:30
12:30

田尻 吉野 賀来 戸次 春日 アティオス

ライズ明野 明治

カティオラrec 大在 庄内 湯布院 東大分 森岡 別保 桃園

開始時刻 開始時刻

8:30 設営 8:30 設営

9:30 打合せ 責任者 9:30 打合せ 責任者

主審 主審

10:00 田尻 - 庄内 ライズ明野 10:00 湯布院 - 吉野 大在

10:30 明治 - 大在 田尻 10:30 ライズ明野 - カティオラrec 湯布院

11:00 田尻 - 吉野 明治 11:00 庄内 - 湯布院 カティオラrec

11:30 大在 - カティオラrec 田尻 11:30 ライズ明野 - 明治 庄内

12:00 田尻 - 湯布院 ライズ明野 12:00 庄内 - 吉野 カティオラrec

ライズ明野 - 大在 湯布院 カティオラrec - 明治 吉野

打合せ 責任者 打合せ 責任者

13:00 賀来 - 東大分 別保 13:00 森岡 - 戸次 アティオス

13:30 春日 - 別保 賀来 13:30 桃園 - アティオス 戸次

14:00 賀来 - 戸次 春日 14:00 東大分 - 森岡 桃園

14:30 春日 - アティオス 賀来 14:30 別保 - 桃園 東大分

15:00 賀来 - 森岡 春日 15:00 東大分 - 戸次 別保

15:30 春日 - 桃園 森岡 15:30 別保 - アティオス 戸次

16:00 片付け 16:00 片付け

　①ゴミ拾い後、本部のゴミをまとめて持って帰る。

　②最終試合で使用したコートのトンボかけをお願いします。

春日 別保

第５回　大分地区キッズリーグ　第２節【８月30日（土）】

　①１面あたりライン（石灰）を２袋まで使ってよいです。(午前２袋，午後2袋）

　②協会倉庫の中のラインカーは、１面１台まで使用可です。メジャー・予備のラインカーはチームで持参願います。

　③少年用ゴールネットを倉庫から出して設置願います。

　④本部用テントを１張りのみ、グラウンド中央に設営担当２チームで張ってください。

　③ゴールネットは、倉庫内に返却願います。

　④本部用テントを倉庫内に返却願います。

グラウンド設営 監督会議 10:00 午前ゲーム開始

午前の部参加チーム 午後の部参加チーム
午後の部→ 監督会議 13:30 午後ゲーム開始

関 関
対戦 対戦

Ａコート Ｂコート
田尻 明治

東

＜Ｂパート＞ 会場　　 七瀬川自然公園Ｇ

12:30 12:30
榊



8:30 9:30
12:30

賀来 吉野 明野東 ライズ明野 アティオス 春日 戸次

田尻 桃園

別保 明治 東大分 大在 庄内 森岡 カティオラrec 湯布院

開始時刻 開始時刻

8:30 設営 8:30 設営

9:30 打合せ 責任者 9:30 打合せ 責任者

主審 主審

10:00 明野東 - 田尻 桃園 10:00 東大分 - 大在 吉野

10:30 賀来 - 別保 田尻 10:30 明治 - 吉野 大在

11:00 桃園 - 明野東 賀来 11:00 田尻 - 東大分 明治

11:30 賀来 - 吉野 桃園 11:30 別保 - 明治 東大分

12:00 大在 - 桃園 賀来 12:00 明野東 - 東大分 別保

12:30 賀来 - 明治 大在 12:30 別保 - 吉野 東大分

田尻 - 大在 明治 東大分 - 桃園 明野東

打合せ 責任者 打合せ 責任者

13:30 ライズ明野 - 庄内 湯布院 13:30 森岡 - アティオス 戸次

14:00 春日 - カティオラrec 庄内 14:00 湯布院 - 戸次 アティオス

14:30 ライズ明野 - アティオス 春日 14:30 庄内 - 森岡 湯布院

15:00 春日 - 戸次 ライズ明野 15:00 カティオラrec - 湯布院 庄内

15:30 ライズ明野 - 森岡 春日 15:30 庄内 - アティオス カティオラrec

16:00 春日 - 湯布院 森岡 16:00 カティオラrec - 戸次 アティオス

16:30 片付け 16:30 片付け

　②最終試合で使用したゴールの片づけをお願いします。

湯布院 アティオス

　①１面あたりライン（石灰）を２袋まで使ってよいです。

＊本部用のテントがありませんので，会場責任者で対応（チームの予備テントなど）していただけると助かります。

第５回　大分地区キッズリーグ　第３節【9月13日（土）】

グラウンド設営 監督会議 10:00 午前ゲーム開始

　②メジャー・ラインカーはチームで持参願います。
（午後の部で使用するラインカー・メジャーは会場責任者で準備します。）

　①ゴミ拾い後、本部のゴミとまとめて持って帰る。

午前の部参加チーム 午後の部参加チーム
午後の部→ 監督会議 13:30 午後ゲーム開始

関 関
対戦 対戦

Ａコート Ｂコート
桃園 東大分

13:00 13:00
榊 東

＜Ｂパート＞ 会場　　 日岡グラウンド



8:30 9:30
12:30

賀来 カティオラrec 春日 庄内 ライズ明野 東大分 田尻 別保

森岡 明野東 大在 桃園 戸次 明治 吉野 湯布院 アティオス

開始時刻 開始時刻

8:30 設営 8:30 設営

9:30 打合せ 責任者 9:30 打合せ 責任者

主審 主審

9:30 賀来 - カティオラrec 明野東 9:30 春日 - 庄内 大在

10:00 森岡 - 明野東 賀来 10:00 桃園 - 戸次 庄内

10:30 春日 - 森岡 カティオラrec 10:30 賀来 - 桃園 戸次

11:00 カティオラrec - 戸次 明野東 11:00 庄内 - 大在 桃園

11:30 春日 - 戸次 森岡 11:30 賀来 - 明野東 大在

12:00 カティオラrec - 森岡 春日 12:00 庄内 - 桃園 賀来

12:30 賀来 - 大在 森岡 庄内 - 明野東 戸次

森岡 大在 庄内

打合せ 責任者 13:00 打合せ 責任者

13:30 田尻 別保 湯布院 13:30 ライズ明野 東大分 別保

14:00 湯布院 - アティオス 別保 14:00 明治 吉野 東大分

14:30 ライズ明野 - 湯布院 明治 14:30 田尻 - 明治 吉野

15:00 別保 - 吉野 ライズ明野 15:00 東大分 - アティオス 田尻

15:30 別保 - 湯布院 吉野 15:30 東大分 - 明治 アティオス

16:00 ライズ明野 吉野 湯布院 16:00 田尻 - アティオス 明治

16:30 片付け 16:30 片付け

森岡・明野東 庄内

　④本部用テントを１張りのみ、グラウンド中央に設営担当２チームで張ってください。

第５回　大分地区キッズリーグ　第4節【11月8日（土）】

グラウンド設営

ライズ明野 吉野

午後の部→ 監督会議 13:30 午後ゲーム開始
午前の部参加チーム

対戦
榊

監督会議 10:00

Ａコート Ｂコート

　①ゴミ拾い後、本部のゴミをまとめて持って帰る。

　②最終試合で使用したコートのトンボかけをお願いします。

　③ゴールネットは、倉庫内に返却願います。

　④本部用テントを倉庫内に返却願います。

13:00
関

12:30

東大分
対戦

関

＜Ｂパート＞ 会場　　 七瀬川自然公園Ｇ

日程の調整上，連続で試合を行うチームがあります。

　③少年用ゴールネットを倉庫から出して設置願います。

午前ゲーム開始

午後の部参加チーム

　①１面あたりライン（石灰）を２袋まで使ってよいです。(午前２袋，午後2袋）

　②協会倉庫の中のラインカーは、１面１台まで使用可です。メジャー・予備のラインカーはチームで持参願います。




