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帝京大可児 千里丘FC 土佐中学校 IRIS生野 西陵FC グランセナ新潟 ガンバ大阪 三田市立けやき台中学校 岩田FC 芝谷FC

IRIS生野

土佐中学校

千里丘FC

帝京大可児

対戦

会場：OFA万博ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰA(人工芝)

西陵FC

副審

3月29日(木)

開始時刻 主審

3月30日(金) 会場：OFA万博ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰA(人工芝)

開始時刻 対戦 主審 副審

大阪府立千里高等学校
サッカー部

11:15 帝京大可児 西陵FC 土佐中学校

西陵FC 帝京大可児

13:45 帝京大可児 IRIS生野 千里丘FC

グランセナ新潟

ガンバ大阪

三田市立けやき台中学校

芝谷FC

会場：OFA万博ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰB(人工芝)

岩田FC

副審

グランセナ新潟 芝谷FC 三田市立けやき台中学校

3月29日(木)

対戦 主審開始時刻

11:15

ガンバ大阪 岩田FC 芝谷FC

3月30日(金) 会場：OFA万博ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰB(人工芝)

開始時刻 対戦 主審

グランセナ新潟 ガンバ大阪 岩田FC

副審

大阪府立千里高等学校
サッカー部

13:45

15:00

10:00

三田市立けやき台中学校 芝谷FC ガンバ大阪

グランセナ新潟12:30 三田市立けやき台中学校 岩田FC

西陵FC

大阪府立千里高等学校
サッカー部

15:00 土佐中学校 西陵FC 千里丘FC

13:45 帝京大可児 千里丘FC IRIS生野

12:30 土佐中学校 IRIS生野 帝京大可児

10:00 千里丘FC IRIS生野

岩田FC ガンバ大阪

15:00 三田市立けやき台中学校 ガンバ大阪

岩田FC 芝谷FC 三田市立けやき台中学校

12:30 千里丘FC

11:15 帝京大可児 土佐中学校 西陵FC

10:00

11:15 グランセナ新潟 三田市立けやき台中学校 芝谷FC

東海大翔洋 ガンバ門真
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15:00 土佐中学校 千里丘FC IRIS生野

FC SETA 豊中９FC 城陽FC

大阪府立千里高等学校
サッカー部

岩田FC

10:00 IRIS生野 西陵FC 土佐中学校

12:30 ガンバ大阪 芝谷FC グランセナ新潟

13:45 グランセナ新潟

V・ファーレン長崎

V・ファーレン長崎 RESC フェルボール愛知 9FC高槻 東海大仰星

フェルボール愛知

RESC

副審

9FC高槻

3月29日(木) 会場：高槻総合SC陸上競技場（第1試合～第2試合）・青少年運動広場（第3試合～第5試合）

開始時刻 対戦 主審

東海大仰星

10:00 9FC高槻 東海大仰星 フェルボール愛知

15:00 フェルボール愛知 東海大仰星 RESC

3月30日(金) 会場：高槻総合SC青少年運動広場

副審

大阪府立高槻北高等学校
サッカー部

大阪府立高槻北高等学校
サッカー部

15:00 フェルボール愛知 RESC 9FC高槻

11:15 V・ファーレン長崎 フェルボール愛知 東海大仰星

12:30 RESC 東海大仰星 V・ファーレン長崎

13:45 V・ファーレン長崎 9FC高槻 RESC

開始時刻 対戦 主審

10:00 RESC 9FC高槻 東海大仰星

11:15 V・ファーレン長崎 東海大仰星 フェルボール愛知

フェルボール愛知 9FC高槻 V・ファーレン長崎

13:45 V・ファーレン長崎 RESC 9FC高槻

12:30

ガンバ門真

東海大翔洋

豊中９FC

FC SETA

FC SETA

3月29日(木) 会場：鶴見緑地球技場

開始時刻 対戦 主審

城陽FC

副審

15:00 FC SETA 城陽FC ガンバ門真

3月30日(金) 会場：鶴見緑地球技場

大阪産業大学附属高等学校
サッカー部

副審

大阪産業大学附属高等学校
サッカー部

12:30 FC SETA 豊中９FC 東海大翔洋

13:45 東海大翔洋 ガンバ門真 豊中９FC

10:00 ガンバ門真 豊中９FC 城陽FC

11:15 東海大翔洋 城陽FC

11:15 東海大翔洋 FC SETA 城陽FC

12:30 ガンバ門真 城陽FC 東海大翔洋

開始時刻 対戦 主審

10:00 豊中９FC 城陽FC FC SETA

13:45 東海大翔洋 豊中９FC ガンバ門真

15:00 FC SETA ガンバ門真 豊中９FC



予選リーグ　南地区　Ｆブロック
スプレッド・イーグル函館 長野FC 埼玉栄中学校 ルーテル学院 住吉大社

ディアマント鹿児島
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ディアマント鹿児島 ガンバ堺 JSC　CHIBA Vervento京都 賢明学院

JSC　CHIBA

ガンバ堺

賢明学院

Vervento京都

Vervento京都 賢明学院

11:15 ディアマント鹿児島 賢明学院 JSC　CHIBA

3月29日(木) 会場：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺　Ｓ9

開始時刻 対戦 主審 副審

15:00 JSC　CHIBA ガンバ堺 Vervento京都

11:15 ディアマント鹿児島 JSC　CHIBA 賢明学院

12:30 ガンバ堺 賢明学院 ディアマント鹿児島

13:45 ディアマント鹿児島 Vervento京都 ガンバ堺

開始時刻 対戦 主審

10:00 Vervento京都 賢明学院 JSC　CHIBA

15:00 JSC　CHIBA 賢明学院 ガンバ堺

3月30日(金) 会場：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺　Ｓ9

興國高等学校サッカー部12:30 JSC　CHIBA Vervento京都 ディアマント鹿児島

13:45 ディアマント鹿児島 ガンバ堺 Vervento京都

10:00 ガンバ堺

長野FC

スプレッド・イーグル函館

ルーテル学院

埼玉栄中学校

3月29日(木) 会場：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺　Ｓ10

開始時刻 対戦 主審 副審

住吉大社

12:30 埼玉栄中学校 ルーテル学院 スプレッド・イーグル函館

13:45 スプレッド・イーグル函館 長野FC ルーテル学院

興國高等学校サッカー部

10:00 長野FC ルーテル学院 住吉大社

11:15 スプレッド・イーグル函館 住吉大社 埼玉栄中学校

埼玉栄中学校

副審

興國高等学校サッカー部

13:45 スプレッド・イーグル函館 ルーテル学院 長野FC

住吉大社 長野FC

3月30日(金) 会場：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺　Ｓ10

対戦 主審

10:00 ルーテル学院 住吉大社 埼玉栄中学校

埼玉栄中学校 住吉大社

埼玉栄中学校 長野FC ルーテル学院

11:15 スプレッド・イーグル函館

15:00

RIP ACE 浜松開誠館 名古屋FC 金剛FC プログレッソ十勝 アスペガス 歌島川上FC ツエーゲン金沢

清水エスパスルSS藤枝

RIP ACE

金剛FC

名古屋FC

3月29日(木) 会場：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺　Ｓ12 3月29日(木) 会場：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺　Ｓ13

開始時刻 対戦 主審 開始時刻副審 副審

11:15 清水エスパスルSS藤枝 金剛FC 浜松開誠館 11:15 プログレッソ十勝

10:00 RIP ACE 名古屋FC 金剛FC

10:00 名古屋FC 金剛FC 浜松開誠館

開始時刻 対戦 主審 開始時刻

歌島

3月30日(金) 会場：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺　Ｓ12 3月30日(金) 会場：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺　Ｓ13

15:00 ツエーゲン金沢

興國高等学校サッカー部

副審

興國高等学校サッカー部

13:45 清水エスパスルSS藤枝 RIP ACE 名古屋FC 13:45

12:30

12:30 RIP ACE 金剛FC 清水エスパスルSS藤枝 12:30 川上FC

11:15 清水エスパスルSS藤枝 浜松開誠館 金剛FC 11:15 プログレッソ十勝

15:00 浜松開誠館 RIP ACE 名古屋FC 15:00 ツエーゲン金沢

13:45 清水エスパスルSS藤枝 名古屋FC RIP ACE 13:45

RIP ACE金剛FC浜松開誠館

プログレッソ十勝 アスペガス 川上FC

10:00 アスペガス 歌島 ツエーゲン金沢

ツエーゲン金沢 歌島

歌島 プログレッソ十勝

対戦 主審

川上FC

興國高等学校サッカー部

副審

興國高等学校サッカー部

浜松開誠館 名古屋FC 清水エスパスルSS藤枝 12:30

川上FC アスペガス

15:00

ツエーゲン金沢

アスペガス

歌島

歌島

アスペガス

ツエーゲン金沢

歌島

ツエーゲン金沢

アスペガス プログレッソ十勝

対戦 主審

アスペガス

プログレッソ十勝 川上FC

10:00 川上FC

15:00

12:30 長野FC 住吉大社 スプレッド・イーグル函館

開始時刻副審

興國高等学校サッカー部

プログレッソ十勝

川上FC
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清水エスパスルSS藤枝

浜松開誠館


