
キックスFC 9FC高槻 FC四日市 M IO びわこ草津 セレゾン 町田JFC 芝谷FC 帝京大可児中 ガンバ門真 枚方FCマシア

キックスFC 町田JFC
9FC高槻 芝谷FC
FC四日市 帝京大可児中

M IO びわこ草津 ガンバ門真
セレゾン 枚方FCマシア

3月29日(木) 3月29日(木)
開始時刻 主審 副審 副審 開始時刻 主審 副審 副審
１０：００ M IO びわこ草津 9FC高槻 セレゾン １０：００ ガンバ門真 芝谷FC 枚方FCマシア
１１：１５ キックスFC セレゾン FC四日市 １１：１５ 町田JFC 枚方FCマシア 帝京大可児中
１２：３０ FC四日市 M IO びわこ草津 キックスFC １２：３０ 帝京大可児中 ガンバ門真 町田JFC
１３：４５ キックスFC 9FC高槻 M IO びわこ草津 １３：４５ 町田JFC 芝谷FC ガンバ門真
１５：００ FC四日市 セレゾン 9FC高槻 １５：００ 帝京大可児中 枚方FCマシア 芝谷FC

3月30日(金) 3月30日(金)
開始時刻 主審 副審 副審 開始時刻 主審 副審 副審
１０：００ M IO びわこ草津 セレゾン FC四日市 １０：００ ガンバ門真 枚方FCマシア 帝京大可児中
１１：１５ キックスFC FC四日市 セレゾン １１：１５ 町田JFC 帝京大可児中 枚方FCマシア
１２：３０ 9FC高槻 セレゾン キックスFC １２：３０ 芝谷FC 枚方FCマシア 町田JFC
１３：４５ キックスFC M IO びわこ草津 9FC高槻 １３：４５ 町田JFC ガンバ門真 芝谷FC
１５：００ FC四日市 9FC高槻 M IO びわこ草津 １５：００ 帝京大可児中 芝谷FC ガンバ門真

名古屋FC 茨木南FC ソレッソ熊本 ガンバ大阪 エルマーノ グランセナ新潟 片山FC 東海大翔洋 京都Ｊ－マルカ 千里丘FC
名古屋FC グランセナ新潟

茨木南FC 片山FC
ソレッソ熊本 東海大翔洋
ガンバ大阪 京都Ｊ－マルカ

エルマーノ 千里丘FC
3月29日(木) 3月29日(木)
開始時刻 主審 副審 副審 開始時刻 主審 副審 副審
１０：００ ガンバ大阪 エルマーノ 茨木南FC １０：００ 京都Ｊ－マルカ 千里丘FC 片山FC
１１：１５ 名古屋FC 茨木南FC エルマーノ １１：１５ グランセナ新潟 片山FC 千里丘FC
１２：３０ ソレッソ熊本 エルマーノ 名古屋FC １２：３０ 東海大翔洋 千里丘FC グランセナ新潟

１３：４５ 名古屋FC ガンバ大阪 ソレッソ熊本 １３：４５ グランセナ新潟 京都Ｊ－マルカ 東海大翔洋
１５：００ ソレッソ熊本 茨木南FC ガンバ大阪 １５：００ 東海大翔洋 片山FC 京都Ｊ－マルカ

3月30日(金) 3月30日(金)
開始時刻 主審 副審 副審 開始時刻 主審 副審 副審
１０：００ ガンバ大阪 ソレッソ熊本 エルマーノ １０：００ 京都Ｊ－マルカ 東海大翔洋 千里丘FC
１１：１５ 名古屋FC エルマーノ ガンバ大阪 １１：１５ グランセナ新潟 千里丘FC 京都Ｊ－マルカ
１２：３０ 茨木南FC ガンバ大阪 名古屋FC １２：３０ 片山FC 京都Ｊ－マルカグランセナ新潟

１３：４５ 名古屋FC ソレッソ熊本 茨木南FC １３：４５ グランセナ新潟 東海大翔洋 片山FC
１５：００ エルマーノ 茨木南FC ソレッソ熊本 １５：００ 千里丘FC 片山FC 東海大翔洋

予選リーグ 北地区 Aブロック 予選リーグ 北地区 Bブロック

会場：高槻総合スポーツセンター陸上競技場 会場：高槻市萩谷総合公園サッカー場
対戦 対戦

芥川高校 芥川高校

会場：高槻総合スポーツセンター陸上競技場 会場：高槻市萩谷総合公園サッカー場
対戦 対戦

芥川高校 芥川高校

予選リーグ 北地区 Cブロック 予選リーグ 北地区 Dブロック

会場：ガンバ大阪練習場（人工芝） 会場：万博・大阪サッカーグラウンド
対戦 対戦

北千里高校 北千里高校

会場：ガンバ大阪練習場（人工芝） 会場：万博・大阪サッカーグラウンド
対戦 対戦

北千里高校 北千里高校



フェルボール愛知 金剛中 井吹台中 ガンバ堺 エルバ エスパルス藤枝 枚方一中 奈良YM C A ルーテル学院中 RIP A C E
フェルボール愛知 エスパルス藤枝

金剛中 枚方一中
井吹台中 奈良YM C A
ガンバ堺 ルーテル学院中

エルバ RIP A C E
3月29日(木) 3月29日(木)
開始時刻 主審 副審 副審 開始時刻 主審 副審 副審
１０：００ ガンバ堺 エルバ 金剛中 １０：００ 奈良YM C A RIP A C E 枚方一中
１１：１５ 井吹台中 金剛中 エルバ １１：１５ エスパルス藤枝 枚方一中 RIP A C E
１２：３０ フェルボール愛知 エルバ 井吹台中 １２：３０ ルーテル学院中 RIP A C E エスパルス藤枝

１３：４５ 井吹台中 ガンバ堺 フェルボール愛知 １３：４５ エスパルス藤枝 奈良YM C A ルーテル学院中

１５：００ フェルボール愛知 金剛中 ガンバ堺 １５：００ ルーテル学院中 枚方一中 奈良YM C A
3月30日(金) 3月30日(金)
開始時刻 主審 副審 副審 開始時刻 主審 副審 副審
１０：００ ガンバ堺 フェルボール愛知 エルバ １０：００ 奈良YM C A ルーテル学院中 RIP A C E
１１：１５ 井吹台中 エルバ ガンバ堺 １１：１５ エスパルス藤枝 RIP A C E 奈良YM C A
１２：３０ 金剛中 ガンバ堺 井吹台中 １２：３０ 枚方一中 奈良YM C A エスパルス藤枝

１３：４５ フェルボール愛知 井吹台中 金剛中 １３：４５ ルーテル学院中 エスパルス藤枝 枚方一中
１５：００ エルバ 金剛中 フェルボール愛知 １５：００ RIP A C E 枚方一中 ルーテル学院中

浜松開誠館中 友渕FC ファジアーノ岡山 デポルターレ 長野FC ディアマント鹿児島 新北島JY ツエーゲン金沢 賢明学院中 岩田FC
浜松開誠館中 ディアマント鹿児島

友渕FC 新北島JY
ファジアーノ岡山 ツエーゲン金沢

デポルターレ 賢明学院中
長野FC 岩田FC

3月29日(木) 3月29日(木)
開始時刻 主審 副審 副審 開始時刻 主審 副審 副審
１０：００ デポルターレ 長野FC 友渕FC １０：００ 賢明学院中 岩田FC 新北島JY
１１：１５ ファジアーノ岡山 友渕FC 長野FC １１：１５ ツエーゲン金沢 新北島JY 岩田FC
１２：３０ 浜松開誠館中 長野FC ファジアーノ岡山 １２：３０ ディアマント鹿児島 岩田FC ツエーゲン金沢

１３：４５ ファジアーノ岡山 デポルターレ 浜松開誠館中 １３：４５ ツエーゲン金沢 賢明学院中 ディアマント鹿児島

１５：００ 浜松開誠館中 友渕FC デポルターレ １５：００ ディアマント鹿児島 新北島JY 賢明学院中
3月30日(金) 3月30日(金)
開始時刻 主審 副審 開始時刻 主審 副審
１０：００ デポルターレ 浜松開誠館中 長野FC １０：００ 賢明学院中 ディアマント鹿児島 岩田FC
１１：１５ ファジアーノ岡山 長野FC デポルターレ １１：１５ ツエーゲン金沢 岩田FC 賢明学院中
１２：３０ 友渕FC デポルターレ ファジアーノ岡山 １２：３０ 新北島JY 賢明学院中 ツエーゲン金沢

１３：４５ 浜松開誠館中 ファジアーノ岡山 友渕FC １３：４５ ディアマント鹿児島 ツエーゲン金沢 新北島JY
１５：００ 長野FC 友渕FC 浜松開誠館中 １５：００ 新北島JY 岩田FC ディアマント鹿児島

予選リーグ 南地区 Eブロック 予選リーグ 南地区 Fブロック

会場：J-G REEN堺Ｓ９ 会場：J-G REEN堺Ｓ１０
対戦 対戦

清明学院高校 興国高校

会場：J-G REEN堺Ｓ９ 会場：J-G REEN堺Ｓ１０
対戦 対戦

清明学院高校 興国高校

予選リーグ 南地区 Gブロック 予選リーグ 南地区 Hブロック

会場：J-G REEN堺Ｓ１２ 会場：J-G REEN堺Ｓ１３
対戦 対戦

賢明学院高校 賢明学院高校

賢明学院高校 賢明学院高校

会場：J-G REEN堺Ｓ１２ 会場：J-G REEN堺Ｓ１３
対戦 対戦
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3月31日（土）
M N 開始時刻 主審 副審 副審 M N 開始時刻 主審 副審 副審
ア １０：００ Ａ1位 Ｂ1位 大阪協会審判部派遣 Ｃ１位 Ｄ１位 ノ ９：３０ Ｅ2位 Ｆ2位 大阪協会審判部派遣 Ｅ４位 Ｆ４位
イ １１：１５ Ｃ1位 Ｄ1位 大阪協会審判部派遣 Ａ１位 Ｂ１位 ム １０：４５ Ｅ4位 Ｆ4位 大阪協会審判部派遣 Ｅ２位 Ｆ２位
ウ １３：００ ア負け イ負け 大阪協会審判部派遣 ア勝ち イ勝ち フ １２：００ ノ勝ち ハ勝ち 大阪協会審判部派遣 ム勝ち メ勝ち
エ １４：１５ ア勝ち イ勝ち 大阪協会審判部派遣 ア負け イ負け モ １３：１５ ム勝ち メ勝ち 大阪協会審判部派遣 ユ勝ち ヨ勝ち

リ １４：３０ ユ勝ち ヨ勝ち 大阪協会審判部派遣 ノ勝ち ハ勝ち

M N 開始時刻 主審 副審 副審 3月31日（土）
オ １０：００ Ａ２位 Ｂ２位 大阪協会審判部派遣 Ｃ２位 Ｄ２位 M N 開始時刻 主審 副審 副審
カ １１：１５ Ｃ２位 Ｄ２位 大阪協会審判部派遣 Ａ２位 Ｂ２位 ハ ９：３０ Ｇ2位 Ｈ2位 大阪協会審判部派遣 Ｇ４位 Ｈ４位
キ １３：００ オ負け カ負け 大阪協会審判部派遣 オ勝ち カ勝ち メ １０：４５ Ｇ4位 Ｈ4位 大阪協会審判部派遣 Ｇ２位 Ｈ２位
ク １４：１５ オ勝ち カ勝ち 大阪協会審判部派遣 オ負け カ負け ヒ １２：００ ノ負け ハ負け 大阪協会審判部派遣 ム負け メ負け

ヤ １３：１５ ム負け メ負け 大阪協会審判部派遣 ユ負け ヨ負け
ラ １４：３０ ユ負け ヨ負け 大阪協会審判部派遣 ノ負け ハ負け

M N 開始時刻 主審 副審 副審
ス １０：００ Ａ４位 Ｂ４位 大阪協会審判部派遣 Ｃ４位 Ｄ４位 3月31日（土）
セ １１：１５ Ｃ４位 Ｄ４位 大阪協会審判部派遣 Ａ４位 Ｂ４位 M N 開始時刻 主審 副審 副審
ソ １３：００ ス負け セ負け 大阪協会審判部派遣 ス勝ち セ勝ち ケ ９：３０ Ａ3位 Ｂ3位 大阪協会審判部派遣 Ｅ５位 Ｆ５位
タ １４：１５ ス勝ち セ勝ち 大阪協会審判部派遣 ス負け セ負け コ １０：４５ Ｃ3位 Ｄ3位 大阪協会審判部派遣 Ａ３位 Ｂ３位

ユ １２：００ Ｅ5位 Ｆ5位 大阪協会審判部派遣 Ｃ３位 Ｄ３位
サ １３：１５ ケ負け コ負け 大阪協会審判部派遣 ケ勝ち コ勝ち
シ １４：３０ ケ勝ち コ勝ち 大阪協会審判部派遣 ケ負け コ負け

M N 開始時刻 主審 副審 副審
チ １０：００ Ａ５位 Ｂ５位 大阪協会審判部派遣 Ｃ５位 Ｄ５位
ツ １１：１５ Ｃ５位 Ｄ５位 大阪協会審判部派遣 Ａ５位 Ｂ５位 3月31日（土）
テ １３：００ チ負け ツ負け 大阪協会審判部派遣 チ勝ち ツ勝ち M N 開始時刻 主審 副審 副審
ト １４：１５ チ勝ち ツ勝ち 大阪協会審判部派遣 チ負け ツ負け ヘ ９：３０ Ｅ3位 Ｆ3位 大阪協会審判部派遣 Ｇ５位 Ｈ５位

ホ １０：４５ Ｇ3位 Ｈ3位 大阪協会審判部派遣 Ｅ３位 Ｆ３位
ヨ １２：００ Ｇ5位 Ｈ５位 大阪協会審判部派遣 Ｇ３位 Ｈ３位

3月31日（土） マ １３：１５ ヘ負け ホ負け 大阪協会審判部派遣 ヘ勝ち ホ勝ち
M N 開始時刻 主審 副審 副審 ミ １４：３０ ヘ勝ち ホ勝ち 大阪協会審判部派遣 ヘ負け ホ負け
ナ １０：００ Ｅ1位 Ｆ1位 大阪協会審判部派遣 Ｇ1位 Ｈ1位
ニ １１：１５ Ｇ1位 Ｈ1位 大阪協会審判部派遣 Ｅ1位 Ｆ1位
ヌ １３：００ ナ負け ニ負け 大阪協会審判部派遣 ナ勝ち ニ勝ち
ネ １４：１５ ナ勝ち ニ勝ち 大阪協会審判部派遣 ナ負け ニ負け

対戦 対戦

北ブロック１位Ｔ 南ブロック２位Ｔ・４位Ｔ・５位Ｔ
3月31日（土） 会場：万博記念公園ガンバ大阪練習場（天然芝） 会場：J-G REEN堺（S10）

北ブロック２位Ｔ
3月31日（土） 会場：万博記念公園ガンバ大阪練習場（人工芝） 南ブロック２位Ｔ・４位Ｔ・５位Ｔ

対戦 会場：J-G REEN堺（S11）
対戦

北ブロック４位Ｔ
3月31日（土） 会場：高槻市立総合スポーツセンター陸上競技場（天然芝）

対戦 北ブロック３位Ｔ・南ブロック５位Ｔ

対戦

会場：J-G REEN堺（S１2）
対戦

北ブロック５位Ｔ
3月31日（土） 会場：万博・大阪サッカーグラウンド（人工芝）

対戦
南ブロック３位Ｔ・５位Ｔ

会場：J-G REEN堺（S13）
対戦

南ブロック1位Ｔ
会場：J-G REEN堺（S9）


