
7/24~7/27　伊勢フェスタ2019

7/24(水） 伊勢FV  Aピッチ 伊勢FV  Bピッチ 伊勢FV  Cピッチ 伊勢FV  Dピッチ

11:15~12:25 中京大中京 vs 伊賀白鳳 四日市工業U16 vs 宇治山田商業B 伊賀白鳳U16B vs

四中工U17 vs vs10:00~11:10 正智深谷 vs 宇治山田商業 四日市工業 vs

四中工U16B 長崎総科 vs 四中工U18B

12:30~13:40 正智深谷B vs 四日市工業 四日市工業U16 vs 伊賀白鳳B

13:45~14:55 中京大中京B vs 四中工U17B vs 筑陽学園 vs

四中工U16 宇治山田商業 vs 四中工U17 長崎総科B vs

四中工U18 vs

15:00~16:10 正智深谷 vs 中京大中京 伊賀白鳳B vs 四日市工業

16:15~17:20 vs vs 筑陽学園 vs

四中工U18B 筑陽学園B vs 前橋育英B 長崎総科 vs

前橋育英 長崎総科B vs 宇治山田商業B

7/25(木） 伊勢FV  Aピッチ 伊勢FV  Bピッチ 伊勢FV  Cピッチ 伊勢FV  Dピッチ

10:15~11:25 正智深谷 vs 四中工U18 前橋育英B vs 宇治山田商業 四日市工業U16 vs

前橋育英 筑陽学園 vs 宇治山田商業 vs9:00~10:10 中京大中京 vs 四日市工業 長崎総科 vs

伊賀白鳳U16 筑陽学園B vs 四中工U16

11:30~12:40 奈良育英 vs 四中工U17 長崎総科B vs 四中工U17B

12:45~13:55 奈良育英B vs 伊賀白鳳U16 前橋育英B vs 四中工U18B 初芝橋本B vs

正智深谷B 初芝橋本 vs 伊賀白鳳 東大阪柏原 vs

宇治山田商業B 東大阪柏原B vs 四日市工業U16

14:00~15:10 奈良育英 vs 中京大中京 長崎総科 vs 四日市工業

15:15~16:25 長崎総科B vs 四日市工業U16 中京大中京B vs 四中工U16B 初芝橋本B vs

正智深谷 初芝橋本 vs 筑陽学園 東大阪柏原 vs

四中工U16 東大阪柏原B vs 宇治山田商業B

16:30~17:40 vs 宇治山田商業B vs 四中工U18C

7/26(金） 伊勢FV  Aピッチ 伊勢FV  Bピッチ 伊勢FV  Cピッチ 伊勢FV  Dピッチ

四中工U17B 初芝橋本 vs 前橋育英 伊賀白鳳 vs

正智深谷

10:15~11:25 奈良育英 vs 四日市工業 東大阪柏原B vs 四中工U16B 初芝橋本B vs

宇治山田商業B 初芝橋本A vs 宇治山田商業 筑陽学園 vs9:00~10:10 中京大中京 vs 四中工U18 伊賀白鳳B vs

前橋育英B 正智深谷B vs 四中工U17B

11:30~12:40 奈良育英B vs 四中工U18C 東大阪柏原 vs 四中工U17

12:45~13:55 奈良育英 vs 伊賀白鳳 東大阪柏原B vs 長崎総科B 初芝橋本B vs

宇治山田商業 初芝橋本A vs 長崎総科 前橋育英 vs

四中工U18B 宇治山田商業B vs 四中工U17C

14:00~15:10 長崎総科 vs 四中工U16 筑陽学園B vs 前橋育英

15:15~16:25 長崎総科B vs 四日市工業 東大阪柏原 vs 筑陽学園 宇治山田商業B vs

四日市工業U16 初芝橋本A vs 四中工U17 中京大中京 vs

四中工U16C 前橋育英B vs 中京大中京B

16:30~17:40 vs

7/27(土） 伊勢FV  Aピッチ 伊勢FV  Bピッチ 伊勢FV  Cピッチ 伊勢FV  Dピッチ

初芝橋本B vs 四日市工業U16 vs

中京大中京

10:15~11:25 前橋育英 vs 東大阪柏原 筑陽学園 vs 四中工U17 中京大中京B vs

四日市工業 初芝橋本A vs 四中工U17 宇治山田商業 vs9:00~10:10 前橋育英B vs 伊賀白鳳B 筑陽学園 vs

四日市工業U16 長崎総科 vs 奈良育英

11:30~12:40 前橋育英B vs 四中工U16 東大阪柏原B vs 奈良育英B

12:45~13:55 前橋育英 vs 四中工U18 東大阪柏原 vs 伊賀白鳳 初芝橋本A vs

四中工U18C 初芝橋本B vs 伊賀白鳳U16 長崎総科B vs

奈良育英 宇治山田商業B vs 四中工U16B

14:00~15:10 長崎総科 vs 宇治山田商業 東大阪柏原B vs
FC.アヴェニーダソル

15:15~16:25 長崎総科Ｂ vs 四中工U18B 宇治山田商業B vs 伊賀白鳳U16B 初芝橋本A vs

四日市工業B 初芝橋本B vs 四中工U17C

四中工U16

vs

四日市工業 vs

vs vs16:30~17:40 vs vs


