
『2020香川県ジュニアサッカーリーグ　スケジュール』

【U-12　Ｃブロック】 第1版

試合会場 会場当番 試合時間 審判 その他

9月 6日 宝山湖Ｇ（Ｃ） － 09：00～ 城乾 － ＦＣ玉藻 こやま（Ｒ）

※クーリングブレイク採用 10：00～ こやま（Ｒ） － さぬき南 シーガル（Ａ）

11：00～ 香西 － シーガル（Ａ） さぬき南

12：00～ こやま（Ｒ） － ＦＣ玉藻 香西

13：00～ シーガル（Ａ） － 香川町 ＦＣ玉藻

宝山湖Ｇ（Ｄ） － 09：00～ 朝比奈 － 香南 香川町

※クーリングブレイク採用 10：00～ 高松第一（Ｋ） － 香川町 城乾

11：00～ 朝比奈 － 城乾 香南

12：00～ 香南 － 高松第一（Ｋ） 朝比奈

13：00～ さぬき南 － 香西 高松第一（Ｋ） ※最終試合のため片付け有り

10月 11日 宝山湖Ｇ（Ｄ） － 09：00～ 香西 － 香南 城乾 ※第1試合のため、コート設営有り

09：55～ 城乾 － さぬき南 香西

10：50～ 香西 － 朝比奈 さぬき南

11：45～ 香南 － 城乾 朝比奈

12：40～ 高松第一（Ｋ） － ＦＣ玉藻 香南

12月 6日 香南吉光Ｇ 午前・香西 09：30～ 高松第一（Ｋ） － 香西 香南 ※第1試合のため、コート設営有り

10：25～ 香南 － こやま（Ｒ） 香西

11：20～ 香西 － ＦＣ玉藻 高松第一（Ｋ）

12：15～ こやま（Ｒ） － 高松第一（Ｋ） ＦＣ玉藻

13：10～ ＦＣ玉藻 － 香南 こやま（Ｒ）

27日 香南吉光Ｇ － 09：30～ ＦＣ玉藻 － さぬき南 高松第一（Ｋ）

10：25～ 城乾 － 高松第一（Ｋ） さぬき南

11：20～ シーガル（Ａ） － 朝比奈 香川町

12：15～ 香川町 － 香南 朝比奈

13：10～ 香西 － こやま（Ｒ） 香南 ※最終試合のため片付け有り

1月 24日 こやまＧ（南） － 09：30～ シーガル（Ａ） － ＦＣ玉藻 香南

10：25～ さぬき南 － 香南 こやま（Ｒ）

11：20～ 香川町 － 香西 さぬき南

12：15～ シーガル（Ａ） － 香南 香西

13：10～ 高松第一（Ｋ） － さぬき南 シーガル（Ａ）

こやまＧ（北） － 09：30～ 香川町 － こやま（Ｒ） 朝比奈

10：25～ 朝比奈 － 高松第一（Ｋ） 香川町

11：20～ こやま（Ｒ） － 城乾 高松第一（Ｋ）

12：15～ ＦＣ玉藻 － 朝比奈 城乾

13：10～ 香西 － 城乾 ＦＣ玉藻 ※最終試合のため片付け有り

日　時 対戦カード



『2020香川県ジュニアサッカーリーグ　スケジュール』

【U-11　Ａブロック】 第1版

試合会場 会場当番 試合時間 審判 その他

10月 3日 こやまＧ（北） － 09：00～ 宇多津（Ｎ） － 紫雲（Ａ） 高松第一

09：55～ 朝比奈 － 高松第一 宇多津（Ｎ）

10：50～ たどつ － 香西 こやま（Ｒ）

11：45～ 宇多津（Ｎ） － こやま（Ｒ） 朝比奈

12：40～ 朝比奈 － ＤＥＳＡＦＩＯ（Ｅ） たどつ

13：35～ たどつ － こやま（Ｒ） ＤＥＳＡＦＩＯ（Ｅ）

12月 12日 成合河川敷Ｇ（Ｂ南） 午前・香西 09：30～ 朝比奈 － 香西 たどつ ※第1試合のため、コート設営有り

10：20～ たどつ － 紫雲（Ａ） 朝比奈

11：10～ 朝比奈 － こやま（Ｒ） 香西

12：00～ 香西 － 高松第一 ＤＥＳＡＦＩＯ（Ｅ）

12：50～ 宇多津（Ｎ） － ＤＥＳＡＦＩＯ（Ｅ） 紫雲（Ａ）

13：40～ 紫雲（Ａ） － こやま（Ｒ） 高松第一

14：30～ 高松第一 － ＤＥＳＡＦＩＯ（Ｅ） こやま（Ｒ）

26日 多度津臨海Ｇ（Ａ） － 09：30～ たどつ － ＤＥＳＡＦＩＯ（Ｅ） こやま（Ｒ）

10：20～ 香西 － こやま（Ｒ） たどつ

11：10～ たどつ － 高松第一 ＤＥＳＡＦＩＯ（Ｅ）

12：00～ 紫雲（Ａ） － ＤＥＳＡＦＩＯ（Ｅ） 香西

12：50～ 宇多津（Ｎ） － 香西 高松第一

13：40～ 朝比奈 － 紫雲（Ａ） 宇多津（Ｎ）

14：30～ 宇多津（Ｎ） － 高松第一 紫雲（Ａ）

1月 23日 こやまＧ（北） － 09：30～ 高松第一 － こやま（Ｒ） ＤＥＳＡＦＩＯ（Ｅ）

10：20～ 香西 － ＤＥＳＡＦＩＯ（Ｅ） 高松第一

11：10～ 紫雲（Ａ） － 高松第一 香西

12：00～ こやま（Ｒ） － ＤＥＳＡＦＩＯ（Ｅ） 紫雲（Ａ）

12：50～ 香西 － 紫雲（Ａ） こやま（Ｒ） ※最終試合のため片付け有り

日　時 対戦カード



『2020香川県ジュニアサッカーリーグ　スケジュール』

【U-10　Ｆブロック】 第1版

試合会場 会場当番 試合時間 審判 その他

9月 6日 宝山湖Ｇ（Ｆ） － 09：00～ 香西 － 三豊 香川町 ※第1試合のため、コート設営有り

※クーリングブレイク採用 09：55～ 柞田 － 香川町 三豊

10：50～ キッズ － 香西 柞田

11：45～ 香川町 － 東かがわ 香西

12：40～ 三豊 － キッズ 東かがわ

13：35～ 東かがわ － 柞田 キッズ

13日 土器川Ｇ（Ｃ） － 09：00～ ＤＥＳＡＦＩＯ（Ｅ） － 丸亀ＦＣ 綾歌

※クーリングブレイク採用 09：55～ 長尾 － 綾歌 丸亀ＦＣ

10：50～ 香西 － ＤＥＳＡＦＩＯ（Ｅ） たどつ

11：45～ 綾歌 － たどつ ＤＥＳＡＦＩＯ（Ｅ）

12：40～ 丸亀ＦＣ － 長尾 香西

13：35～ たどつ － 香西 長尾 ※最終試合のため片付け有り

10月 11日 土器川Ｇ（Ｃ） 午後・香西 09：00～ 三豊 － 長尾 丸亀ＦＣ

09：50～ 丸亀ＦＣ － キッズ 三豊

10：40～ 長尾 － 香西 キッズ

11：30～ たどつ － 三豊 長尾

12：20～ 香西 － 丸亀ＦＣ たどつ

13：10～ たどつ － ＤＥＳＡＦＩＯ（Ｅ） 香西

12月 20日 多度津臨海Ｇ（Ａ） － 09：30～ 丸亀ＦＣ － たどつ ＤＥＳＡＦＩＯ（Ｅ）

10：20～ キッズ － ＤＥＳＡＦＩＯ（Ｅ） たどつ

11：10～ 香西 － 綾歌 長尾

12：00～ キッズ － 長尾 綾歌

12：50～ ＤＥＳＡＦＩＯ（Ｅ） － 三豊 キッズ

日　時 対戦カード


