
部

3 月 10 日 （土）

－

－

－

－

－

＊グランド使用料・・・1500円／チーム　　＊雨天中止AM７：００現在で決定します

3 月 17 日 （土）

－

－

－

－

－

＊グランド使用料・・・4500円／チーム

3 月 18 日 （日）

－

－

－

－

－

＊グランド使用料・・・1000円／チーム　　＊雨天中止AM９：００現在で決定します

3 月 20 日 （金）

－

－

－

－

－

＊グランド使用料・・・4500円／チーム

久米田FC

久米田FC

相互

2012.03.23

日　時

会場責任者：

岸和田浜工業公園

EXE90

モルテン・アドバンスリーグ大阪 2012
リーグ戦試合日程： B3 ブロック

2012.06.07

2012.06.25 2012.04．17更新日時：

2012.03.06

FC　MATORIX

2012.05．23

会場：

TM

副審

13:45 EXE90

対　 　　戦 主審

久米田FC

試合時間

10:00

11:15

14:45

久米田FC　前川浩也

試合責任

ローカル大会

久米田FC

相互

12:30

Soleil堺

Soleil堺

久米田FC

日　時 会場： J-Green堺　S9

MATORIXMATORIX

相互 相互TAS

TAS

B戦

会場責任者： 長野FC２nd  飯田　聡

B戦

Soleil／EXE

相互相互

相互

TSK

25分1本

長野FC２nd Tom　FC

長野FC２nd

B戦

試合責任試合時間 対　 　　戦 主審 副審

Tom　FC

14:15 Tom　FC TSK 長野FC２nd 交野FC

13:00 交野FC

16:00 Tom　FC TSK 相互 25分1本 B戦

15:30 交野FC 長野FC２nd

日　時 会場： 春木運動広場

会場責任者： 久米田FC　前川浩也

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

Tom　FC 交野FC

12:00 交野FC Tom　FC TAS TIAMO交野 TAS

13:15 TAS TIAMO交野 交野FC

交野FC／TomFC 相互 25分×2 B戦

15:30 久米田FC TAS／TIAMO交野 相互 25分×2 B戦

14:30 久米田FC

試合責任

日　時 会場： J-Green堺　S9

13:00 久米田FC 東大阪朝鮮 大阪市２００１

会場責任者： 久米田FC　前川浩也

試合時間 対　 　　戦 主審 副審

東大阪朝鮮 相互

交野FC 大阪市2001

14:15 大阪市２００１ 交野FC 久米田FC 東大阪朝鮮 久米田FC

25分1本 B戦

16:00 大阪市２００１ 交野FC 相互 25分1本 B戦

15:30 久米田FC

2012.04.11 2012.06．22



3 月 24 日 （土）

－

－

－

－

－

＊グランド使用料・・・1000円／チーム　　＊雨天中止AM９：００現在で決定します

3 月 30 日 （金）

－

－

－

－

4 月 1 日 （日）

－

－

－

－

－

＊グランド使用料・・・4500円／チーム

4 月 1 日 （日）

－

－

－

－

－

－

4 月 8 日 （日）

－

－

－

－

－

B戦

試合責任

9:00 TAS 長野FC２nd 交野FC

相互 25分×2

日　時 会場： 春木運動広場

Tom　FC TAS

TSK TAS Tom　FC

会場責任者： 久米田FC　前川浩也

試合責任

大阪市２００１ Tom　FC

相互 25分×2

試合時間 対　 　　戦 主審 副審

TSK／TAS 相互

13:15 大阪市２００１ Tom　FC TAS

12:00

25分×2 B戦

15:30 久米田FC 大阪市２００１／TomFC

副審 試合責任

B戦

14:30 久米田FC

日　時 会場： 河内長野赤嶺運動広場

長野FC２nd

11:15 長野FC２nd

会場責任者： 長野FC２nd  飯田　聡

試合時間 対　 　　戦 主審

ディアマンテ 千里丘2nd

10:00 千里丘2nd ディアマンテ 長野FC２nd 東大阪朝鮮

東大阪朝鮮 千里丘2nd

日　時 会場： J-Green堺　S9

会場責任者： 長野FC２nd  飯田　聡

試合時間 対　 　　戦 主審 副審

長野FC２nd 相互

TSK 交野FC

10:15 交野FC TSK 長野FC２nd TAS 長野FC２nd

25分1本 B戦

12:00 交野FC TSK 相互 25分1本 B戦

11:30 TAS

日　時 会場： 関西医療大G

10:00 久米田FC TIAMO交野 大阪COSMO

試合時間 対　 　　戦 主審 副審

25分×2 B戦

会場責任者： 久米田FC　前川浩也

試合責任

EXE MATORIX

久米田FC ローカル大会11:15 EXE90 大阪COSMO 久米田FC

25分×2 B戦

12:30 久米田FC

13:30 久米田FC EXE90 相互

TIAMO交野 相互

25分×2 B戦

日　時 会場： 岸和田市立山直中学校

14:30 久米田FC 大阪COSMO 相互

15:30 久米田FC TIAMO交野

会場責任者： ディアマンテ　出口昌典

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

TフジタSC ディアマンテ

10:00 ディアマンテ TフジタSC 東大阪朝鮮 北河内FC 東大阪朝鮮

11:15 ２部A ２部A ディアマンテ

北河内FC ２部A ２部A ２部A12:30 東大阪朝鮮

以下のB戦は会場責任者とご相談ください。千里丘、長野、ディアマンテの３チームです

雨天のため中止



4 月 14 日 （土）

－

－

－

－

－

＊グランド使用料・・・1000円／チーム       ＊雨天中止　AM９：００現在で決定します

4 月 29 日 （日）

－

－

－

－

－

－

4 月 30 日 （月）

－

－

－

－

－

－

＊グランド使用料・・・2000円／チーム　　　　＊雨天中止　AM７：００現在で決定します

5 月 3 日 （木）

－

－

－

－

－

－

＊グランド使用料・・・2000円／チーム　　　　＊雨天中止　AM７：００現在で決定します

5 月 4 日 （金）

－

－

－

－

－

B戦14:00 久米田FC Tom　FC 相互

Ｔｏｍ　ＦＣ

試合時間 対　 　　戦 主審

10:45

25分×2

25分×2

9:30 久米田FC 長野FC２nd

試合責任

日　時 会場： 岸和田市葛城運動広場

12:00 東大阪朝鮮 大阪市２００１ TIAMO交野

会場責任者： 久米田FC　前川浩也

試合時間 対　 　　戦 主審 副審

東大阪朝鮮／大阪２００１ 相互

長野FC２nd TIAMO交野

13:15 長野FC２nd TIAMO交野 東大阪朝鮮 大阪市２００１ 東大阪朝鮮

25分×2 B戦

15:30 久米田FC 長野FC２nd/TIAMO交野 相互 25分×2 B戦

14:30 久米田FC

日　時 会場： 河内長野太師G

10:00 TAS TSK 長野FC２nd

試合時間 対　 　　戦 主審 副審

25分×2 B戦

会場責任者： 長野FC　飯田　聡

試合責任

Tom　FC 長野FC２nd

TSK TAS11:15 長野FC２nd Tom　FC TAS

25分×2 B戦

12:30 TAS

13:30 長野FC２nd Tom　FC 相互

TSK 相互

25分×2 B戦

日　時 会場： 岸和田市葛城運動広場

14:30 TAS TSK 相互

Tom　FC 相互 25分×2

会場責任者： 久米田FC　前川浩也

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

久米田FC 交野ＦＣ

10:00 久米田FC 交野ＦＣ TAS Tom　FC TAS

11:15 Tom　FC

12:30 久米田FC

TAS 交野ＦＣ

交野ＦＣ 相互

交野ＦＣ 相互

13:30 Tom　FC TAS 相互 25分×2 B戦

試合責任

25分×2 B戦

25分×2 B戦

日　時 会場： 浜工業公園Ｇ

14:30 久米田FC

15:30 Tom　FC TAS 相互

9:30 久米田FC Tom　FC 長野FC２nd

会場責任者： 久米田FC　前川浩也

試合時間 対　 　　戦 主審 副審

Tom　FC 相互

北河内ＦＣ 長野FC２nd

10:45 長野FC２nd 北河内ＦＣ 久米田ＦＣ Tom　FC 久米田ＦＣ

25分×2 B戦

13:00 長野FC２nd 北河内ＦＣ 相互 25分×2 B戦

12:00 久米田FC

B戦

日　時 会場： 万博協会グランド

15:00 相互長野FC２nd 北河内ＦＣ

副審

25分×1 B戦

会場責任者： 久米田FC　前川浩也

試合責任

TSK Ｔｏｍ　ＦＣ

長野FC２nd 久米田ＦＣＴＳＫ Tom　FC 久米田ＦＣ

25分×1 B戦

12:00 久米田FC

12:30 ＴＳＫ Tom　FC 相互

長野FC２nd 相互

25分×2

15:30 長野FC２nd B戦

B戦

雨天のため中止



5 月 6 日 （日）

－

－

－

－

－

5 月 13 日 （日）

－

－

－

－

－

5 月 19 日 （土）

－

－

－

－

－

－

5 月 26 日 （土）

－

－

－

－

－

－

－

＊雨天中止　AM７：００現在で決定します

5 月 27 日 （日）

－

－

＊雨天中止　AM７：００現在で決定します

15:15 TAS 大阪市2001 相互 25分×2 B戦

15:30

日　時 会場： 私部Ｇ

会場責任者： 交野ＦＣ　花田稔弘

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

Ｔｏｍ　ＦＣ 交野ＦＣ

12:30 交野ＦＣ Ｔｏｍ　ＦＣ ＴＡＳ 北河内ＦＣ ＴＡＳ

13:45 ＴＡＳ 北河内ＦＣ 交野ＦＣ

Ｔｏｍ　ＦＣ 相互 25分×1 B戦

15:30 ＴＡＳ 北河内ＦＣ 相互 25分×1 B戦

15:00 交野ＦＣ

試合責任

日　時 会場： 大阪市立白鷺中学校

14:30 大阪市2001 長野FC２nd 交野ＦＣ

会場責任者： 大阪市ＳＳ２００１　川口吉祥

試合時間 対　 　　戦 主審 副審

ＴＡＳ 交野ＦＣ

15:45 交野ＦＣ ＴＡＳ 大阪市2001 長野FC２nd 大阪市2001

日　時 会場： 久米田高校

10:00 ＴＩＡＭＯ交野 大阪市2001 他ブロック

試合時間 対　 　　戦 主審 副審

25分×2 B戦

会場責任者： 久米田ＦＣ　前川浩也

試合責任

他ブロック 他ブロック

大阪市2001 ＴＩＡＭＯ交野11:15 他ブロック 他ブロック ＴＩＡＭＯ交野

25分×2 B戦

12:30 久米田ＦＣ

13:30 久米田ＦＣ 大阪市2001 相互

ＴＩＡＭＯ交野 相互

日　時 会場： 久米田高校

14:30 久米田ＦＣ

久米田ＦＣ

会場責任者： 久米田ＦＣ　前川浩也

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

TAS 大阪市2001

9:30 久米田ＦＣ ＴＳＫ ＴＩＡＭＯ交野 交野ＦＣ ＴＩＡＭＯ交野

10:45 交野ＦＣ ＴＩＡＭＯ交野 大阪市2001

ＴＩＡＭＯ交野 相互

大阪市2001 久米田ＦＣ ＴＳＫ 久米田ＦＣ

13:15 久米田ＦＣ ＴＳＫ 相互 25分×2 B戦

12:00 TAS

試合責任

25分×2 B戦

日　時 会場： 和泉高校

14:15 交野ＦＣ

16:15 久米田ＦＣ

9:15 久米田ＦＣ 大阪市2001 ＴＳＫ

会場責任者： 久米田ＦＣ　前川浩也

試合時間 対　 　　戦 主審 副審

ＴＩＡＭＯ交野 ＴＳＫ

10:30 ＴＳＫ ＴＩＡＭＯ交野 久米田ＦＣ 大阪市2001 久米田ＦＣ

大阪市2001 相互 25分×2 B戦



6 月 9 日 （土）

－

－

－

－

－

＊グランド使用料・・・3000円／チーム　　　　

6 月 10 日 （日）

－

－

－

－

－

－

6 月 16 日 （土）

－

－

－

－

6 月 16 日 （土）

－

－

－

－

6 月 17 日 （日）

－

－

－

－

－

＊4部リーグの副審は選手で結構です。　＊グランド費用・・・700円　＊雨天中止　AM１０：００現在で決定します

＊グランド使用料・・・4500円／チーム

日　時 会場： Ｊ－Ｇｒｅｅｎ堺Ｓ７

9:20 大阪狭山ＳＣ【3部Ａ】 Passiole【3部Ａ】 RESC-2nd

試合時間 対　 　　戦 主審 副審

長野ＦＣ2nd ＴＳＫ

会場責任者： ＲＥＳＣ2nd  生本

試合責任

豊中FC RESC-2nd

大阪狭山SC Passiole10:35 ＴＳＫ 長野ＦＣ2nd Passiole

11:50 RESC-2nd【3部Ａ】 豊中FC【3部Ａ】 ＴＳＫ

日　時 会場： 私部Ｇ

会場責任者： 交野ＦＣ　花田稔弘

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

ＴＳＫ 交野ＦＣ

10:30 交野ＦＣ ＴＳＫ 長野ＦＣ2nd ＴＩＡＭＯ交野 長野ＦＣ2nd

11:45 長野ＦＣ2nd ＴＩＡＭＯ交野 交野ＦＣ

ＴＳＫ 相互

ＴＳＫ 相互 25分×2 B戦

13:30 長野ＦＣ2nd ＴＩＡＭＯ交野 相互 25分×2 B戦

12:30 交野ＦＣ

25分×2 B戦

日　時 会場： Ｊ－Ｇｒｅｅｎ堺Ｓ６

14:30 交野ＦＣ

14:30 交野ＦＣ ＴＩＡＭＯ交野

9:00 交野ＦＣ 東大阪朝鮮中級 ＴＩＡＭＯ交野

会場責任者： 交野ＦＣ　花田稔弘

試合時間 対　 　　戦 主審 副審

12:00 交野ＦＣ 東大阪朝鮮中級 相互

ＴＡＳ ＴＩＡＭＯ交野

10:45 ＴＩＡＭＯ交野 ＴＡＳ 東大阪朝鮮

12:30 ＴＩＡＭＯ交野 ＴＡＳ 相互 25分×１ B戦

日　時 会場： 関西医療大学

会場責任者： 久米田ＦＣ　前川浩也

試合責任

ＴＳＫ 大阪２００１

北河内ＦＣ 久米田ＦＣ

北河内ＦＣ 大阪２００１

対　 　　戦 副審

16:45 久米田ＦＣ

試合時間 主審

ＴＳＫ 久米田ＦＣ

B戦

日　時 会場： 春木運動広場

25分×１19:15 久米田ＦＣ

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

会場責任者： 久米田ＦＣ　前川浩也

14:30

ＴＩＡＭＯ交野

北河内ＦＣ アンドリュース13:15 ＴＩＡＭＯ交野

12:00 アンドリュースＦＣ【４部Ｂ】 ALVEARE【４部Ｂ】

15:45 久米田ＦＣ ＴＩＡＭＯ交野

ＴＩＡＭＯ交野 久米田ＦＣ

住吉大社ＳＣ

柏田ＳＣ2nd【４部Ｂ】 住吉大社ＳＣ【４部Ｂ】 北河内ＦＣ

相互

北河内ＦＣ 久米田ＦＣ

ＡＬＶＥＡＲＥ／柏田

25分×１

交野ＦＣ 東大阪朝鮮

北河内ＦＣ 相互

18:00 大阪市２００１

B戦

試合責任

20分×2 B戦16:35 久米田ＦＣ

20分×2 B戦

相互 25分×2 B戦

柏田ＳＣ2nd 相互

＊駐車場は大学外（接骨院横）にあります。各チーム3台まで。校内、路上には絶対に駐車しないでください。



6 月 23 日 （土）

－

－

－

－

－

＊グランド使用料・・・700円／チーム　　　　＊雨天中止　AM７：００現在で決定します

6 月 24 日 （日）

－

－

－

－

－

6 月 24 日 （日）

－

－

－

－

－

＊雨天中止　AM１１：００現在で決定します　＊4部リーグの副審は選手で結構です。

＊車は裏門側に停めてください。各チーム４台まで。正門には車を入れないでください。

6 月 30 日 （土）

－

－

－

－

－

－

－

＊グランド使用料・・・2000円／チーム　　　　＊雨天中止　AM７：００現在で決定します

7 月 8 日 （日）

－

－

－

－

－

＊雨天中止　AM１１：００現在で決定します　＊4部リーグ部の副審は選手で結構です。

15:15 セレゾン2nd ALVEARE 相互 25分×2 B戦

日　時 会場： 久米田中学校

会場責任者： 久米田ＦＣ　前川浩也

13:15 久米田ＦＣ 東大阪朝鮮中級 相互 25分×１ B戦

12:00 大阪市2001 Ｔｏｍ　ＦＣ 東大阪朝鮮 久米田ＦＣ 東大阪朝鮮

10:45 久米田ＦＣ 東大阪朝鮮中級 ＴＳＫ 北河内ＦＣ ＴＳＫ

9:30 ＴＳＫ 北河内ＦＣ 大阪市2001 Ｔｏｍ　ＦＣ 大阪市2001

副審 試合責任

日　時 会場： 浜工業公園Ｇ

試合責任

14:00

梶中学【4部Ｂ】 シューダイＦＳ【4部Ｂ】 東大阪朝鮮

会場責任者： 久米田ＦＣ　前川浩也

試合時間 対　 　　戦 主審

16:30 久米田ＦＣ 大阪市2001 相互 25分×2 B戦

17:30 久米田ＦＣ 東大阪朝鮮中級 相互 25分×2 B戦

日　時 会場： 浜工業公園Ｇ

会場責任者： 久米田ＦＣ　前川浩也

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

久米田ＦＣ

9:30 久米田ＦＣ 長野ＦＣ2nd 北河内ＦＣ 大阪市2001 北河内ＦＣ

セレゾン2nd【4部Ｂ】 ALVEARE【4部Ｂ】 久米田ＦＣ 久米田ＦＣ 長野ＦＣ2nd

10:45 大阪市2001 北河内ＦＣ セレゾン2nd ALVEARE/ 長野ＦＣ

B戦

13:15 久米田ＦＣ 長野ＦＣ2nd 相互 25分×2 B戦

日　時 会場： 岸和田中央公園Ｇ

会場責任者： 久米田ＦＣ　前川浩也

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

9:00 ＴＡＳ【3部Ｂ】 大阪市2001【3部Ｂ】 長野ＦＣ2nd TomFC 長野ＦＣ2nd

10:15 Ｔｏｍ　ＦＣ【3部Ｂ】 長野ＦＣ2nd【3部Ｂ】 ＴＡＳ 住吉大社/久米田 ＴＡＳ

11:30 久米田FC2nd 住吉大社ＳＣ 大阪市2001 大阪市2001 大阪市2001

12:45 久米田FC2nd 大阪市2001 相互 25分×2 B戦

B戦25分×2

14:15 大阪市2001 北河内ＦＣ 相互 25分×2

日　時

会場責任者：

14:00

試合時間 主審

16:15 久米田ＦＣ 長野ＦＣ2nd 相互

12:00

城南FC15:15 Toｍ.F.C 北河内FC 城南FC

会場： 高槻市立城南中学校

城南FC　 杉本氏

対　 　　戦

城南FC 進修サッカー団

副審 試合責任

大阪市2001 東大阪朝鮮中級

Tom.F.C 北河内FC Tom.F.C

梶中学 シューダイ／久米田 久米田ＦＣ

対　 　　戦

進修サッカー団

16:30 城南FC 進修サッカー団

東大阪朝鮮15:15

試合時間 主審 副審

大阪市2001

B戦25分1本

17:00 Toｍ.F.C 北河内FC B戦25分1本



7 月 14 日 （土）

－

－

＊雨天中止　AM７：００現在で決定します　

＊校内、周辺路上には駐車しないでください。近隣のコインパーキングを利用して下さい

7 月 15 日 （日）

－

－

＊雨天中止　AM１１：００現在で決定します　＊4部リーグの副審は選手で結構です。

＊車は裏門側に停めてください。各チーム４台まで。正門には車を入れないでください。

7 月 16 日 （月）

－

－

－

－

－

－

会場責任者： 久米田ＦＣ　前川浩也

対　 　　戦

北河内FC

16:00 TIAMO交野 北河内FC 相互 25分×1 B戦

日　時 会場： 岸和田高校

会場責任者： 久米田ＦＣ　前川浩也

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

9:15 久米田ＦＣ TomFC ＴＳＫ 長野ＦＣ2nd ＴＳＫ

10:30 ＴＳＫ 長野ＦＣ2nd 久米田ＦＣ TomFC 久米田ＦＣ

日　時 会場： 久米田中学校

試合時間 主審 副審 試合責任

14:00 TIAMO交野 TomFC 交野FC 北河内FC 交野FC

15:15 交野FC TomFC TIAMO交野 TomFC

16:30 久米田FC TIAMO交野 相互 25分×2 B戦

17:30 久米田FC TomFC 相互 25分×2 B戦

日　時 会場： 私部Ｇ

会場責任者： 交野ＦＣ　花田稔弘

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

10:30 交野ＦＣ 大阪市2001 北河内FC ＴＩＡＭＯ交野 北河内FC

11:45 TIAMO交野 北河内FC 交野ＦＣ ＴＳＫ 交野ＦＣ

13:00 交野ＦＣ 大阪市2001 相互 25分×2 B戦

14:00 TIAMO交野 北河内FC 相互 25分×2 B戦

15:00 交野ＦＣ 大阪市2001 相互 25分×2 B戦



7 月 21 日 （土）

－

－

－

－

－

7 月 22 日 （日）

－

－

－

－

－

－

7 月 28 日 （土）

－

－

－

－

－

＊グランド使用料・・・1000円／チーム       ＊雨天中止　AM９：００現在で決定します

7 月 29 日 （日）

－

－

－

－

－17:45 TIAMO交野 東大阪朝鮮中級 相互 25分×2 B戦

16:45 長野FC２nd 大阪市2001 相互 25分×2 B戦

15:30 北河内FC TSK 長野FC２nd 大阪市2001 長野FC２nd

14:15 TIAMO交野 東大阪朝鮮中級 北河内FC TSK 北河内FC

13:00 長野FC２nd 大阪市2001 TIAMO交野 東大阪朝鮮 TIAMO交野

日　時 会場： 河内長野下里G

会場責任者： 長野FC　飯田　聡

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

15:30 久米田FC TSK/TIAMO交野 相互 25分×2 B戦

14:30 久米田FC 交野FC／長野2nd 相互 25分×2 B戦

13:15 TSK TIAMO交野 長野ＦＣ2nd 交野FC 長野ＦＣ2nd

12:00 交野FC 長野ＦＣ2nd TIAMO交野 TSK TIAMO交野

日　時 会場： 岸和田市葛城運動広場

会場責任者： 久米田FC　前川浩也

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

15:30 交野ＦＣ TIAMO交野 相互 25分×2 B戦

14:30 久米田FC TAS 相互 25分×2 B戦

13:30 交野ＦＣ TIAMO交野 相互 25分×2 B戦

12:30 久米田FC TAS 相互 25分×2 B戦

交野FC

11:15 交野ＦＣ TIAMO交野 久米田FC TAS 久米田FC

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

10:00 久米田FC TAS 交野ＦＣ ＴＩＡＭＯ交野

日　時 会場： いきいきランド

会場責任者： 交野ＦＣ　花田稔弘

日　時 会場： 深北緑地G

会場責任者： 北河内FC　足立氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

9:00 TomFC 大阪市2001 北河内FC TAS 北河内FC

10:15 TAS 北河内FC 大阪市2001 TomFC 大阪市2001


