
第23回大分県ジュニアサッカー選手権大会　大分地区大会　組み合わせ（50チーム）

日時 ２６日（土）　　　　　　　　　　　※Ａ～Ｆパート ２７日（日）　　　　　　　　※Ｇ～Ｋパート

会場 西部Ａ

パート Aパート Bパート Cパート Dパート Eパート Fパート Gパート Hパート Iパート Jパート Ｋパート

1 明野東 城東 ホ ヨ 桃園 西の台 明治北 戸次 レガッテ 由布川 敷戸 田尻

南大分スポーツパーク 七瀬川自然公園 西部Ａ 南大分スポーツパーク 七瀬川自然公園

1 明野東 城東 ホーヨー 桃園 西の台 明治北 戸次 レガッテ 由布川 敷戸 田尻

2 別保 明野西 賀来 中島荷揚 ブルーウイング 城南荏隈 三佐 宗方 タートルズ 大道 横瀬

3 寒田 判田 金池長浜 ライズ アティオス 湯布院 春日 吉野 北郡坂ノ市 鴛野 カティオーラB

4 八幡 豊府 カティオ ラA 東大分 キングス 日岡 東稙田 トリニ タJ 明治 南大分 ドリ ムキ ズ4 八幡 豊府 カティオーラA 東大分 キングス 日岡 東稙田 トリニータJr. 明治 南大分 ドリームキッズ

5 明野北 大在 滝尾下郡 庄内 挾間 東陽

金池長浜 湯布院 カティオーラＡ 大在 判田 カティオーラＢ 東　陽 南大分 トリニータJr. タートルズ

敷戸

２６日指定チーム ２７日指定出場チーム

明野北 明野西 明野東 アティオス レガッテ 大道 鴛野 賀来 春日 キングス 庄内

城東 城南荏隈 寒田 滝尾下郡 田尻 ドリームキッズ 中島荷揚 西の台 挾間 判田 日岡

東大分 東稙田 ブル－ウイング 戸次 別保 豊府 北郡坂ノ市 ホーヨー 三佐 宗方 明治

出場チーム

明治北 桃園 八幡 由布川 横瀬 吉野 ライズ



第23回大分県ジュニアサッカー選手権大会 大分地区大会

１１月２６日（土）　　※１５分ハーフ（ハーフタイム５分）

南大分スポーツパーク

Aパート（明野東・別保・寒田・八幡・明野北)

Bパート（城東・明野西・判田・豊府・大在)

責任者 福元・後藤 二宮・廣田

設営 ８：００より全チームで行う

Bパ ト（城東 明野西 判田 豊府 大在)

会場 南大分スポーツパーク北（本部の左）側 南大分スポーツパーク南（本部の右）側

チーム名 結果 チーム名 主審 チーム名 結果 チーム名 主審

① 9:00～9:40 明野東 ｰ 別保 明野北 寒田 八幡 城東 ｰ 明野西 大在 判田 豊府

② 9:40～10:20 寒田 ｰ 八幡 別保 明野北 明野東 判田 ｰ 豊府 明野西 大在 城東

副審 副審

片付け 会場・及び会場周辺の清掃を全チームで行う

② 9:40 10:20 寒田 八幡 別保 明野北 明野東 判田 豊府 明野西 大在 城東

③ 10:20～11:00 明野北 ｰ 明野東 八幡 別保 寒田 大在 ｰ 城東 豊府 明野西 判田

④ 11:00～11:40 別保 ｰ 寒田 明野東 八幡 明野北 明野西 ｰ 判田 城東 豊府 大在

⑤ 11:40～12:20 八幡 ｰ 明野北 寒田 明野東 別保 豊府 ｰ 大在 判田 城東 明野西

⑥ 12:20～13:00 明野東 ｰ 寒田 明野北 別保 八幡 城東 ｰ 判田 大在 明野西 豊府

⑦ 13:00～13:40 別保 ｰ 八幡 明野東 明野北 寒田 明野西 ｰ 豊府 城東 大在 判田

⑧ 13:40～14:20 明野北 ｰ 寒田 別保 明野東 八幡 大在 ｰ 判田 明野西 城東 豊府

⑨ 幡 寒 保 城 豊府 在⑨ 14:20～15:00 明野東 ｰ 八幡 寒田 別保 明野北 城東 ｰ 豊府 判田 明野西 大在

⑩ 15:00～15:40 別保 ｰ 明野北 八幡 明野東 寒田 明野西 ｰ 大在 豊府 城東 判田



第23回大分県ジュニアサッカー選手権大会 大分地区大会

１１月２６日（土）　　※１５分ハーフ（ハーフタイム５分）

七瀬川自然公園

Ｃパート（ホーヨー・賀来・金池長浜・カティオーラA）

Ｄパート（桃園・中島荷揚・ライズ・東大分)Ｄパ ト（桃園 中島荷揚 ライズ 東大分)

会場 七瀬川自然公園グラウンド南（山）側 七瀬川自然公園グラウンド北（川）側

責任者 津守・東 衛藤・山本

設営 ９：００より全チームで行う ９：００より全チームで行う

チーム名 結果 チーム名 主審 チーム名 結果 チーム名 主審

① 10:00～10:40 ホーヨー ｰ 賀来 カティオーラA 桃園 ｰ 中島荷揚 東大分

設営 より全チ で行う より全チ で行う

片付け 会場・及び会場周辺の清掃を全チームで行う 会場・及び会場周辺の清掃を全チームで行う

副審 副審

金池長浜 ライズ

② 10:45～11:25 金池長浜 ｰ カティオーラA 賀来 ライズ ｰ 東大分 中島荷揚

④ 11:45～12:25 ホーヨー ｰ 金池長浜 賀来 桃園 ｰ ライズ 中島荷揚

ホーヨー 桃園

カティオーラA 東大分④ 長

⑤ 12:30～13:10 賀来 ｰ カティオーラA 金池長浜 中島荷揚 ｰ 東大分 ライズ

⑦ 13:30～14:10 ホーヨー ｰ カティオーラA 賀来 桃園 ｰ 東大分 中島荷揚

ホーヨー 桃園

金池長浜 ライズ⑦ 3 30 0 ホ ヨ カティオ ラ 賀来 桃園 東大分 中島荷揚

⑧ 14:15～14:55 賀来 ｰ 金池長浜 ホーヨー 中島荷揚 ｰ ライズ 桃園

金池長浜 ライ

カティオーラA 東大分



第23回大分県ジュニアサッカー選手権大会 大分地区大会

１１月２６日（土）　　※１５分ハーフ（ハーフタイム５分）

西部グラウンドＡ

Ｅパート（西の台・ブルーウイング・アティオス・キングス)

Ｆパート（明治北・城南荏隈・湯布院・日岡)Ｆパ ト（明治北 城南荏隈 湯布院 日岡)

会場 西部グラウンドＡ東（大分）側 西部グラウンドＡ西（別府）側

責任者 足立・上野 佳元・渡辺

設営 ９：００より全チームで行う ９：００より全チームで行う

チーム名 結果 チーム名 主審 チーム名 結果 チーム名 主審

① 10:00～10:40 西の台 ｰ ブルーウイング キングス 明治北 ｰ 城南荏隈 日岡

設営 より全チ で行う より全チ で行う

片付け 会場・及び会場周辺の清掃を全チームで行う 会場・及び会場周辺の清掃を全チームで行う

副審 副審

アティオス 湯布院

② 10:45～11:25 アティオス ｰ キングス ブルーウイング 湯布院 ｰ 日岡 城南荏隈

④ 11:45～12:25 西の台 ｰ アティオス ブルーウイング 明治北 ｰ 湯布院 城南荏隈

西の台 明治北

キングス 日岡④

⑤ 12:30～13:10 ブルーウイング ｰ キングス アティオス 城南荏隈 ｰ 日岡 湯布院

⑦ 13:30～14:10 西の台 ｰ キングス ブルーウイング 明治北 ｰ 日岡 城南荏隈

西の台 明治北

アティオス 湯布院⑦ 3 30 0 西の台 キングス 明治北 日岡 城南荏隈

⑧ 14:15～14:55 ブルーウイング ｰ アティオス 西の台 城南荏隈 ｰ 湯布院 明治北

アティオ 湯布院

キングス 日岡



第23回大分県ジュニアサッカー選手権大会 大分地区大会

１１月２７日（日）　　※１５分ハーフ（ハーフタイム５分）

南大分スポーツパーク

Ｇパート（戸次・三佐・春日・東稙田・滝尾下郡)

Ｈパート（レガッテ・宗方・吉野・トリニータジュニア・庄内)Ｈパ ト（レガッテ 宗方 吉野 トリニ タジュニア 庄内)

会場 南大分スポーツパーク北（本部の左）側 南大分スポーツパーク南（本部の右）側

責任者 衛藤・宮迫 津守・宮本

設営 ８：００より全チームで行う

チーム名 結果 チーム名 主審 チーム名 結果 チーム名 主審

① 9:00～9:40 戸次 ｰ 三佐 滝尾下郡 春日 東稙田 レガッテ ｰ 宗方 庄内 吉野 トリニータJr.

② 9:40～10:20 春日 ｰ 東稙田 三佐 滝尾下郡 戸次 吉野 ｰ トリニータJr. 宗方 庄内 レガッテ

副審 副審

片付け 会場・及び会場周辺の清掃を全チームで行う

② 9:40 10:20 春日 東稙田 三佐 滝尾下郡 戸次 吉野 トリニ タJr. 宗方 庄内 レガッテ

③ 10:20～11:00 滝尾下郡 ｰ 戸次 東稙田 三佐 春日 庄内 ｰ レガッテ トリニータJr. 宗方 吉野

④ 11:00～11:40 三佐 ｰ 春日 戸次 東稙田 滝尾下郡 宗方 ｰ 吉野 レガッテ トリニータJr. 庄内

⑤ 11:40～12:20 東稙田 ｰ 滝尾下郡 春日 戸次 三佐 トリニータJr. ｰ 庄内 吉野 レガッテ 宗方

⑥ 12:20～13:00 戸次 ｰ 春日 滝尾下郡 三佐 東稙田 レガッテ ｰ 吉野 庄内 宗方 トリニータJr.

⑦ 13:00～13:40 三佐 ｰ 東稙田 戸次 滝尾下郡 春日 宗方 ｰ トリニータJr. レガッテ 庄内 吉野

⑧ 13:40～14:20 滝尾下郡 ｰ 春日 三佐 戸次 東稙田 庄内 ｰ 吉野 宗方 レガッテ トリニータJr.

⑨ 稙 春 ガ 吉⑨ 14:20～15:00 戸次 ｰ 東稙田 春日 三佐 滝尾下郡 レガッテ ｰ トリニータJr. 吉野 宗方 庄内

⑩ 15:00～15:40 三佐 ｰ 滝尾下郡 東稙田 戸次 春日 宗方 ｰ 庄内 トリニータJr. レガッテ 吉野



第23回大分県ジュニアサッカー選手権大会 大分地区大会

１１月２７日（日）　　※１５分ハーフ（ハーフタイム５分）

七瀬川自然公園

Ｉパート（由布川・タートルズ・北郡坂ノ市・明治・挾間)

Ｊパート（敷戸・大道・鴛野・南大分・東陽)Ｊパ ト（敷戸 大道 鴛野 南大分 東陽)

会場 七瀬川自然公園グラウンド南（山）側 七瀬川自然公園グラウンド北（川）側

責任者 福元・川端 上野・

設営 ８：００より全チームで行う

チーム名 結果 チーム名 主審 チーム名 結果 チーム名 主審

① 9:00～9:40 由布川 ｰ タートルズ 挾間 北郡坂ノ市 明治 敷戸 ｰ 大道 東陽 鴛野 南大分

② 9:40～10:20 北郡坂ノ市 ｰ 明治 タートルズ 挾間 由布川 鴛野 ｰ 南大分 大道 東陽 敷戸

副審 副審

片付け 会場・及び会場周辺の清掃を全チームで行う

② 9:40 10:20 北郡坂ノ市 明治 タ トルズ 挾間 由布川 鴛野 南大分 大道 東陽 敷戸

③ 10:20～11:00 挾間 ｰ 由布川 明治 タートルズ 北郡坂ノ市 東陽 ｰ 敷戸 南大分 大道 鴛野

④ 11:00～11:40 タートルズ ｰ 北郡坂ノ市 由布川 明治 挾間 大道 ｰ 鴛野 敷戸 南大分 東陽

⑤ 11:40～12:20 明治 ｰ 挾間 北郡坂ノ市 由布川 タートルズ 南大分 ｰ 東陽 鴛野 敷戸 大道

⑥ 12:20～13:00 由布川 ｰ 北郡坂ノ市 挾間 タートルズ 明治 敷戸 ｰ 鴛野 東陽 大道 南大分

⑦ 13:00～13:40 タートルズ ｰ 明治 由布川 挾間 北郡坂ノ市 大道 ｰ 南大分 敷戸 東陽 鴛野

⑧ 13:40～14:20 挾間 ｰ 北郡坂ノ市 タートルズ 由布川 明治 東陽 ｰ 鴛野 大道 敷戸 南大分

⑨ 布 治 敷 南 鴛 道⑨ 14:20～15:00 由布川 ｰ 明治 北郡坂ノ市 タートルズ 挾間 敷戸 ｰ 南大分 鴛野 大道 東陽

⑩ 15:00～15:40 タートルズ ｰ 挾間 明治 由布川 北郡坂ノ市 大道 ｰ 東陽 南大分 敷戸 鴛野



第23回大分県ジュニアサッカー選手権大会 大分地区大会

１１月２７日（日）　　※１５分ハーフ（ハーフタイム５分）

西部グラウンドＡ

Ｋパート（田尻・横瀬・カティオーラB・ドリームキッズ)

会場 西部グラウンドＡ

９：００より全チームで行う

責任者 東・

設営

チーム名 結果 チーム名 主審

① 10:00～10:40 田尻 ｰ 横瀬 ドリームキッズ

片付け

より全チ で行う

会場・及び会場周辺の清掃を全チームで行う

設営

副審

カティオーラB

② 10:45～11:25 カティオーラB ｰ ドリームキッズ 横瀬

④ 11:45～12:25 田尻 ｰ カティオーラB 横瀬

田尻

ドリームキッズ④

⑤ 12:30～13:10 横瀬 ｰ ドリームキッズ カティオーラB

⑦ 13:30～14:10 田尻 ｰ ドリームキッズ 横瀬 カティオーラB

田尻

⑦ 3 30 0 田尻 ドリ ムキッズ 横瀬

⑧ 14:15～14:55 横瀬 ｰ カティオーラB 田尻

ィ ラ

ドリームキッズ



Aパート 南大分スポーツパーク（北側[本部の左側]）
チーム名 明野東 別保 寒田 八幡 明野北 勝 分 敗 勝点 得点 失点 差 順
明野東
別保

第23回大分県ジュニアサッカー選手権大会 大分地区大会　星取り表

別保
寒田
八幡

明野北

Bパート 南大分スポーツパーク（南側[本部の右側]）
チーム名 城東 明野西 判田 豊府 大在 勝 分 敗 勝点 得点 失点 差 順
城東城東

明野西
判田
豊府
大在

Cパ ト 七瀬川自然公園グラウンド（南側[山側]）Cパート 七瀬川自然公園グラウンド（南側[山側]）
チーム名 ホーヨー 賀来 金池長浜 カティオーラA 勝 分 敗 勝点 得点 失点 差 順
ホーヨー
賀来

金池長浜
カティオーラA

Dパート 七瀬川自然公園グラウンド（北側[川側]）
チーム名 桃園 中島荷揚 ライズ 東大分 勝 分 敗 勝点 得点 失点 差 順
桃園

中島荷揚
ライズ
東大分東大分

Eパート 西部グラウンドＡ（東側［大分側］）
チーム名 西の台 ブルーウイング アティオス キングス 勝 分 敗 勝点 得点 失点 差 順
西の台

ブルーウイング

アティオスアティオス

キングス

Fパート 西部グラウンドＡ（西側［別府側］）
チーム名 明治北 城南荏隈 湯布院 日岡 勝 分 敗 勝点 得点 失点 差 順
明治北
城南荏隈城南荏隈
湯布院
日岡

Gパート 南大分スポーツパーク（北側[本部の左側]）
チーム名 戸次 三佐 春日 東稙田 滝尾下郡 勝 分 敗 勝点 得点 失点 差 順



戸次
三佐
春日

東稙田
滝尾下郡

Hパ ト 南大分スポーツパーク（南側[本部の右側]）Hパート 南大分スポーツパーク（南側[本部の右側]）
チーム名 レガッテ 宗方 吉野 トリニータJr. 庄内 勝 分 敗 勝点 得点 失点 差 順
レガッテ
宗方
吉野

トリニータJr.

庄内庄内

Ｉパート 七瀬川自然公園グラウンド（南側[山側]）
チーム名 由布川 タートルズ 北郡坂ノ市 明治 挾間 勝 分 敗 勝点 得点 失点 差 順
由布川
タートルズ

北郡坂ノ市

明治
挾間

Ｊパート 七瀬川自然公園グラウンド（北側[川側]）
チーム名 敷戸 大道 鴛野 南大分 東陽 勝 分 敗 勝点 得点 失点 差 順
敷戸
大道大道
鴛野

南大分
東陽

Ｋパート 西部グラウンドＡ
チーム名 田尻 横瀬 カティオーラB ドリームキッズ 勝 分 敗 勝点 得点 失点 差 順チ ム名 田尻 横瀬 ティオ ラ 勝 分 敗 勝点 得点 失点 差 順
田尻
横瀬

カティオーラB

ドリームキッズ
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