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A5位B3位 4位①C5位B5位12:30

4位①11:10 C1位 2位③

10:00 A1位 ア A5位B1位 2位②

エコパ芝生広場①エコパ人工芝G
（火） 1位～4位トーナメント 5位～8位トーナメント 13位～15位リーグ

榛原トレセン

3/25 ゆめりあサッカー場 ゆめりあ多目的G

ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田Jr.ﾕｰｽ 焼津・大井川トレセン 中西部ｸﾗﾌﾞ選抜B裾野トレセン 中西部ｸﾗﾌﾞ選抜A15:00

ﾔﾏﾊｼﾞｭﾋﾞﾛ掛川ﾔﾏﾊｼﾞｭﾋﾞﾛ浜松 沼津トレセン

中西部ｸﾗﾌﾞ選抜A 富士トレセン

13:40 三島トレセン ﾔﾏﾊｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田 静岡県U-12トレセン

12:30 榛原トレセン 藤枝トレセン 焼津・大井川トレセン 中部トレセン

中西部ｸﾗﾌﾞ選抜B裾野トレセン ﾔﾏﾊｼﾞｭﾋﾞﾛ掛川11:10 ﾔﾏﾊｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田 ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田Jr.ﾕｰｽ ﾔﾏﾊｼﾞｭﾋﾞﾛ浜松

Cブロック

10:00 三島トレセン 藤枝トレセン 静岡県U-12トレセン 富士トレセン

3/24 つま恋多目的A つま恋多目的B
（月） Aブロック Bブロック

●　U-13　●

静岡県U-12トレセン 沼津トレセン

中部トレセン ﾔﾏﾊｼﾞｭﾋﾞﾛ掛川

焼津・大井川トレセン

中西部ｸﾗﾌﾞ選抜A

13:40 ﾔﾏﾊｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田 藤枝トレセン ﾔﾏﾊｼﾞｭﾋﾞﾛ浜松 富士トレセン

（日） Aブロック

3/23 つま恋多目的A つま恋多目的B つま恋グリーン広場

Bブロック Cブロック

10:00 ﾔﾏﾊｼﾞｭﾋﾞﾛ浜松 焼津・大井川トレセン ﾔﾏﾊｼﾞｭﾋﾞﾛ掛川

11:10 ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田Jr.ﾕｰｽ

榛原トレセンﾔﾏﾊｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田

藤枝トレセン 裾野トレセン 中部トレセン 中西部ｸﾗﾌﾞ選抜B

12:30 三島トレセン

15:00 ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田Jr.ﾕｰｽ

富士トレセン

三島トレセン 裾野トレセン

中西部ｸﾗﾌﾞ選抜A榛原トレセン

沼津トレセン静岡県U-12トレセン

9位～12位トーナメント

中西部ｸﾗﾌﾞ選抜B

つま恋グリーン広場

中部トレセン 沼津トレセン

3位② 10:00

3位① 4位②

A5位 B5位

12:30

3位③ 4位③

11:10 B1位 ク A2位

5位～7位リーグ

10:00 B3位10:00B2位キ

磐田加茂G

A3位

つま恋グリーン広場
（火） 1位～4位トーナメント

3/25 磐田稗原G

8位～10位リーグ

A1位 4位②

3/23 ゆめりあサッカー場 ゆめりあ多目的
（日） Aブロック Bブロック

静岡県選抜U-13 ﾔﾏﾊｼﾞｭﾋﾞﾛ掛川10:00 ﾔﾏﾊｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田 中部トレセン

11:10 ﾔﾏﾊｼﾞｭﾋﾞﾛ浜松 中西部ｸﾗﾌﾞ選抜 ACNｼﾞｭﾋﾞﾛ沼津 富士トレセン

12:30 沼津トレセン 静岡県選抜U-13 YJSS 中部トレセン

13:40 ﾔﾏﾊｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田 中西部ｸﾗﾌﾞ選抜 ﾔﾏﾊｼﾞｭﾋﾞﾛ掛川

沼津トレセン ACNｼﾞｭﾋﾞﾛ沼津

富士トレセン

YJSS

3/24 エコパ人工芝G エコパ芝生広場①

15:00 ﾔﾏﾊｼﾞｭﾋﾞﾛ浜松

（月） Aブロック Bブロック

10:00 沼津トレセン 中西部ｸﾗﾌﾞ選抜 YJSS 富士トレセン

11:10 ﾔﾏﾊｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田 ﾔﾏﾊｼﾞｭﾋﾞﾛ浜松 ﾔﾏﾊｼﾞｭﾋﾞﾛ掛川 ACNｼﾞｭﾋﾞﾛ沼津

12:30 静岡県選抜U-13 中西部ｸﾗﾌﾞ選抜 中部トレセン

YJSS ﾔﾏﾊｼﾞｭﾋﾞﾛ掛川

富士トレセン

13:40 沼津トレセン ﾔﾏﾊｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田

ﾔﾏﾊｼﾞｭﾋﾞﾛ浜松 中部トレセン

●　U-14　●

※試合会場・時間は天候やグラウンド状況によって変更させていただく場合もございます。

ACNｼﾞｭﾋﾞﾛ沼津15:00 静岡県選抜U-13
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★U-13★

■　1次リーグ　■
分けAブロック ﾔﾏﾊｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田 榛原トレセン 三島トレセン ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田Jr.ﾕｰｽ 勝ち点 勝ち 順位負け 得点 失点 得失

ﾔﾏﾊｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田

榛原トレセン

三島トレセン

ｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田Jr.ﾕｰｽ

Bブロック ﾔﾏﾊｼﾞｭﾋﾞﾛ浜松 裾野トレセン 焼津・大井川トレセン 得点 失点勝ち点 勝ち 分け 負け中部トレセン 静岡県U-12トレセン

ﾔﾏﾊｼﾞｭﾋﾞﾛ浜松

裾野トレセン

焼津・大井川トレセン

中部トレセン

得失 順位Cブロック ﾔﾏﾊｼﾞｭﾋﾞﾛ掛川 沼津トレセン 富士トレセン

ﾔﾏﾊｼﾞｭﾋﾞﾛ掛川

沼津トレセン

富士トレセン

藤枝トレセン

藤枝トレセン

静岡県U-12トレセン

得失 順位

失点中西部ｸﾗﾌﾞ選抜A 中西部ｸﾗﾌﾞ選抜B 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点

中西部ｸﾗﾌﾞ選抜A

中西部ｸﾗﾌﾞ選抜B

A1位 B1位 C1位 2位①

■　順位決定戦　■

ア イ ウ エ

2位② 3位② 2位③ 3位①

　[9位～12位トーナメント]

オ カ

3位③ 4位③ 4位① 4位②

　[13位～15位リーグ]

A5位 B5位 C5位 勝ち点 順位

A5位

勝ち 分け 失点 得失負け 得点

B5位

C5位

　[5位～8位トーナメント]　[1位～4位トーナメント]
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YJSS

得失 順位

静岡県選抜U-13

静岡県選抜U-13

中部トレセン

富士トレセン

ACNｼﾞｭﾋﾞﾛ沼津

ﾔﾏﾊｼﾞｭﾋﾞﾛ掛川

勝ち点 勝ち 分け 負け中部トレセン YJSSBブロック ﾔﾏﾊｼﾞｭﾋﾞﾛ掛川 ACNｼﾞｭﾋﾞﾛ沼津 富士トレセン 得点 失点

中西部クラブ選抜

沼津トレセン

ﾔﾏﾊｼﾞｭﾋﾞﾛ浜松

ﾔﾏﾊｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田

ﾔﾏﾊｼﾞｭﾋﾞﾛ磐田 ﾔﾏﾊｼﾞｭﾋﾞﾛ浜松 沼津トレセン 順位負け 得点 失点 得失中西部クラブ選抜 勝ち点 勝ち 分け

A2位

■　1次リーグ　■

■　順位決定戦　■

　[5位～7位リーグ]

キ ク

A1位 B2位 B1位

Aブロック

得失 順位勝ち点 勝ち 分け 負け

A3位

得点 失点A3位 B3位 4位①

B3位

4位①

　[8位～10位リーグ]

4位② A5位 失点 得失B5位 勝ち点 勝ち 分け 負け 得点 順位

4位②

A5位

　[1位～4位トーナメント]

B5位




