
部

5 月 12 日 （土）

－

－

＊グランド使用料・・・500円／チーム　　＊雨天中止ＰＭ１：００現在で決定します

5 月 12 日 （土）

－

－

－

－

－

＊雨天決行　＊駐車台数は各チーム1台（指導者のみ）

5 月 13 日 （日）

－

－

－

－

－

＊グランド使用料・・・1300円／チーム　　＊雨天決行（雨よけがありませんので各チームで準備して下さい）

5 月 13 日 （日）

－

－

－

－

－

＊雨天決行　＊駐車台数は各チーム1台（指導者のみ）

2012.07.17 2012.08．21

25分1本 B戦

17:00 ＦＣ淀川 ゼレゾン　2nd 相互 25分1本 B戦

16:30 ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ　2nd 梶中 相互

ＦＣ淀川 セレゾン2nd

15:15 ＦＣ淀川 ゼレゾン　2nd 梶中 梶中 Ｓｗｏｒｄ

14:00 ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ　2nd 梶中 ＦＣ淀川

会場責任者： ＦＣ淀川　金田　勇

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

日　時 会場： 大阪市立十三中学校

25分×2 B戦

12:30 久米田FC2nd ＡＬＶＥＡＲＥ 相互 25分×2 B戦

11:30 住吉大社ＳＣ

ＡＬＶＥＡＲＥ 住吉大社ＳＣ

アンドリュースＦＣ 相互

住吉大社ＳＣ アンドリュース

9:00 住吉大社ＳＣ アンドリュースＦＣ ＡＬＶＥＡＲＥ ＡＬＶＥＡＲＥ 久米田ＦＣ2nd

10:15 久米田FC2nd

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

16:30 ＡＬＶＥＡＲＥ 梶中

日　時 会場： 岸和田中央公園スポーツ広場

17:00 ＦＣ淀川 ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ　2nd 相互 25分1本 B戦

15:15 ＦＣ淀川 ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ　2nd ＡＬＶＥＡＲＥ ＡＬＶＥＡＲＥ

14:00 ＡＬＶＥＡＲＥ

試合責任試合時間 対　 　　戦 主審 副審

ＦＣ淀川

相互

Ｓｗｏｒｄ

25分1本

梶中 Ｓｗｏｒｄ

梶中

B戦

会場責任者： ＦＣ淀川　金田　勇

日　時 会場： 大阪市立十三中学校

16:15

久米田FC　前川浩也

試合責任

久米田ＦＣ2nd

アンドリュース

アンドリュースＦＣ

2012.08．19

会場：

柏田ＳＣ2nd

副審対　 　　戦 主審

住吉大社ＳＣ

試合時間

モルテン・アドバンスリーグ大阪 2012
リーグ戦試合日程： B4 ブロック

2012.08．20

2012.06.23 2012.07．19更新日時：

2012.07.05

久米田FC2nd

住吉大社ＳＣ

アンドリュース

2012.07.13

日　時

会場責任者：

岸和田春木運動広場

柏田ＳＣ2nd

住吉大社ＳＣ

15:00



5 月 19 日 （土）

－

－

－

－

－

＊グランド使用料・・・4500円／チーム　　＊ラインズマンフラッグは各チームでご用意ください

5 月 19 日 （土）

－

－

－

－

－

＊雨天中止　ＡＭ７：００現在で決定します

5 月 26 日 （土）

－

－

－

－

－

＊雨天中止　ＡＭ７：００現在で決定します

5 月 26 日 （土）

5 月 27 日 （日）

－

－

－

－

－

＊雨天決行　＊駐車台数は各チーム1台（指導者のみ）

6 月 2 日 （土）

－

－

－

－

相互 25分×2 B戦13:30 久米田FC 大阪市2001

25分1本 B戦

17:00 ＦＣ淀川 柏田ＳＣ2nd 相互 25分1本 B戦

16:30 ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ　2nd

柏田ＳＣ2nd ＡＬＶＥＡＲＥ

ＡＬＶＥＡＲＥ 相互

ＡＬＶＥＡＲＥ Ｓｗｏｒｄ

14:00 ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ　2nd ＡＬＶＥＡＲＥ 柏田ＳＣ2nd 柏田ＳＣ2nd ＦＣ淀川

15:15 ＦＣ淀川

会場責任者： ＦＣ淀川　金田　勇

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

日　時 会場： 大阪市立十三中学校

ＡＬＶＥＡＲＥ 相互

ゼレゾン　2nd 相互

15:15 ＦＣ淀川 ＡＬＶＥＡＲＥ セレゾン2nd

25分1本 B戦

16:30 ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ　2nd

17:00 ＦＣ淀川

副審

25分1本 B戦

会場責任者： ＦＣ淀川　金田　勇

試合責任

ＡＬＶＥＡＲＥ ＦＣ淀川

セレゾン2nd Ｓｗｏｒｄ

14:00 ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ　2nd ゼレゾン　2nd ＡＬＶＥＡＲＥ

試合時間 対　 　　戦 主審

日　時 会場：

16:30 シューダイＦＳ

日　時 会場： 大阪市立十三中学校

17:15 久米田FC2nd 柏田ＳＣ2nd 相互 20分×2 B戦

久米田FC2nd 柏田ＳＣ2nd アンドリュース アンドリュース シューダイＦＳ

20分×2 B戦

久米田FC　前川浩也

試合時間 対　 　　戦 主審 副審

アンドリュースＦＣ 相互

柏田ＳＣ2nd 交野FC

15:15

25分×2 B戦

日　時 会場： 岸和田市立久米田中学校

14:30 久米田FC2nd 梶中

25分×2 B戦12:30 久米田FC

梶中 大阪市2001

相互

ＴＩＡＭＯ交野 相互

ＴＩＡＭＯ交野 大阪市2001

10:00 ＴＩＡＭＯ交野【3部B】 大阪市2001【3部B】 久米田ＦＣ2nd 久米田ＦＣ2nd 梶中

11:15 久米田FC2nd

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

B戦

15:45 ゼレゾン　2nd

日　時 会場： 久米田高校

シューダイＦＳ セレゾン2nd

13:15

25分1本 B戦

16:15 ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ　2nd アンドリュースＦＣ 相互 25分1本

試合時間 主審 副審

シューダイＦＳ 相互

14:30 ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ　2nd アンドリュースＦＣ シューダイＦＳ

ゼレゾン　2nd シューダイＦＳ アンドリュース

会場責任者： セレゾン2nd　尾崎正章

試合責任

アンドリュース Ｓｗｏｒｄ

日　時 会場： Ｊ－Ｇｒｅｅｎ堺　Ｓ８

15:30

試合責任

14:00 シューダイＦＳ アンドリュースＦＣ 柏田ＳＣ2nd

会場責任者：

J-GREEN堺 S13

会場責任者： ゲーム責任が結果報告。それぞれで会場費の支払い。

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

13:00 高槻４中【4部Ｆ】 信太ＦＣ【4部Ｆ】 Ｓｗｏｒｄ　2nd Ｓｗｏｒｄ　2nd 住吉大社ＳＣ

14:15 ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ　2nd 住吉大社ＳＣ 高槻４中 高槻４中 信太ＦＣ

TRマッチ TRマッチ 

＊グランド使用料・・・4500円／チーム



－

＊雨天決行　＊駐車台数は各チーム1台（指導者のみ）



6 月 2 日 （土）

－

－

－

－

＊グランド使用料・・・1000円／チーム　　＊雨天中止ＰＭ１：００現在で決定します

6 月 3 日 （日）

－

－

－

－

－

6 月 3 日 （日）

－

－

－

－

－

－

6 月 10 日 （日）

－

－

－

－

－

＊雨天決行　＊駐車台数は各チーム1台（指導者のみ）

6 月 10 日 （日）

－

－

－

－

－

6 月 16 日 （土）

－

－

－

－

アンドリュースＦＣゼレゾン　2nd 住吉大社ＳＣ 梶中 梶中

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

9:30

住吉大社ＳＣ 相互

梶中 相互

15:15 ＦＣ淀川 住吉大社ＳＣ 柏田ＳＣ2nd

25分1本 B戦

16:30 柏田ＳＣ2nd

17:00 ＦＣ淀川

副審

25分1本 B戦

会場責任者： ＦＣ淀川　金田　勇

試合責任

住吉大社ＳＣ ＦＣ淀川

柏田ＳＣ2nd 梶中

14:00 柏田ＳＣ2nd 梶中 住吉大社ＳＣ

試合時間 対　 　　戦 主審

日　時 会場： 大阪市立十三中学校

全日可能 全日可能

ＴＲマッチ ＴＲマッチ

玉津ＦＣ 津久野ＦＣ

11:15 津久野ＦＣ【4部Ｆ】 玉津ＦＣ【4部Ｆ】 久米田ＦＣ2nd 久米田ＦＣ2nd シューダイＦＳ

10:00 久米田FC2nd シューダイＦＳ 玉津ＦＣ

会場責任者：

試合時間 対　 　　戦 主審

16:30 ゼレゾン　2nd

試合責任

日　時 会場：

副審

17:00 ＦＣ淀川 梶中 相互 25分1本 B戦

アンドリュースＦＣ 相互 25分1本 B戦

梶中 ＦＣ淀川

15:15 ＦＣ淀川 梶中 ゼレゾン　2nd

梶中 シューダイＦＳ

14:00 ゼレゾン　2nd アンドリュースＦＣ 梶中

会場責任者： ＦＣ淀川　金田　勇

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

会場責任者： アンドリュースＦＣ　覚野氏

ＴＲマッチ

10:15 津久野ＦＣ【4部Ｆ】 ＦＣ香里【4部Ｆ】 久米田ＦＣ2nd

ＴＲマッチ

午前中のみ

副審

会場責任者：

試合責任

ＦＣ香里 津久野ＦＣ

久米田ＦＣ2nd Ｓｗｏｒｄ　2nd

9:00 久米田FC2nd ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ　2nd ＦＣ香里

試合時間 対　 　　戦 主審

25分1本 B戦

日　時 会場：

14:00 久米田FC2nd 住吉大社ＳＣ 相互

25分×2 B戦

13:00 久米田FC2nd ゼレゾン　2nd 相互 25分×2 B戦

12:00 シューダイＦＳ 住吉大社ＳＣ 相互

ゼレゾン　2nd 久米田ＦＣ2nd

10:45 久米田FC2nd ゼレゾン　2nd シューダイＦＳ シューダイＦＳ 住吉大社ＳＣ

9:30 シューダイＦＳ 住吉大社ＳＣ ゼレゾン　2nd

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

日　時 会場： 岸和田春木運動広場

堺市立津久野中学校

津久野ＦＣ　石原氏

堺市立津久野中学校

津久野ＦＣ　石原氏

日　時 会場： 貝塚ふれあい広場

シューダイＦＳ 柏田ＳＣ2nd

12:00 シューダイＦＳ 柏田ＳＣ2nd ゼレゾン　2nd ゼレゾン　2nd 住吉大社ＳＣ

10:45 アンドリュースＦＣ

13:15 ゼレゾン　2nd シューダイＦＳ 相互 25分×2 B戦

＊グランド使用料・・・900円／チーム　　＊雨天中止ＰＭ１：００現在で決定します

14:15 アンドリュースＦＣ 梶中 相互 25分×2 B戦

シューダイＦＳ 柏田ＳＣ2nd15:15 相互 25分×2 B戦

日　時 会場： 大阪市立十三中学校

ゼレゾン　2nd アンドリュースＦＣ



－

＊雨天決行　＊駐車台数は各チーム1台（指導者のみ）



6 月 16 日 （土）

－

－

－

－

－

＊雨天中止　ＡＭ７：００現在で決定します

6 月 17 日 （日）

－

－

－

－

－

6 月 17 日 （日）

－

－

－

－

－

＊3部の副審は有資格者です。　＊グランド費用・・・700円　＊雨天中止　AM１０：００現在で決定します

16:35 久米田ＦＣ 柏田ＳＣ2nd 相互

ＴＩＡＭＯ交野 相互

住吉大社ＳＣ 北河内ＦＣ

20分×2 B戦

13:15 ＴＩＡＭＯ交野【3部Ｂ】 北河内ＦＣ【3部Ｂ】 アンドリュース

20分×2 B戦

14:30 柏田ＳＣ2nd

15:45 久米田ＦＣ

副審

北河内ＦＣ 久米田ＦＣ

会場責任者： 久米田ＦＣ　前川浩也

試合責任

ＴＩＡＭＯ交野 久米田ＦＣ

ＡＬＶＥＡＲＥ／柏田 住吉大社ＳＣ

12:00 アンドリュースＦＣ ALVEARE ＴＩＡＭＯ交野

試合時間 対　 　　戦 主審

日　時 会場： 春木運動広場

全日可能 全日可能

ＴＲマッチ ＴＲマッチ

Ｍｉｎｅｒｉｏ ＦＣ香里

11:15 ＦＣ香里【4部Ｆ】 Ｍｉｎｅｒｉｏ【4部Ｆ】 梶中 梶中 ゼレゾン　2nd

10:00 梶中 ゼレゾン　2nd Ｍｉｎｅｒｉｏ

会場責任者：

試合時間 対　 　　戦 主審 試合責任

日　時 会場： 枚方市立東香里中学校

ＦＣ香里　橘氏

副審

アンドリュースＦＣ シューダイＦＳ シューダイＦＳ ＡＬＶＥＡＲＥ

9:30 シューダイＦＳ ＡＬＶＥＡＲＥ アンドリュースＦＣ アンドリュースＦＣ 久米田ＦＣ2nd

10:45 久米田FC2nd

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

日　時 会場： 久米田高校

雨天のため中止 

雨天のため中止 



6 月 23 日 （土）

－

－

－

－

－

＊雨天決行　＊駐車台数は各チーム1台（指導者のみ）

6 月 23 日 （土）

－

－

－

－

＊車はチーム3台まで（入口付近の駐車場には止めないでください）

6 月 24 日 （日）

－

－

－

－

－

＊雨天中止　AM１１：００現在で決定します　＊3部の副審は有資格者です。

＊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）

－

－

－

－

－

6 月 30 日 （土）

－

－

－

－

－

25分1本 B戦

試合責任

25分1本

久米田FC2nd

日　時

25分1本 B戦11:15 久米田FC2nd 梶中 相互

久米田ＦＣ2nd

10:45 久米田FC2nd 住吉大社ＳＣ 相互

9:30 住吉大社ＳＣ 梶中 久米田FC2nd

B戦

会場責任者： 久米田ＦＣ　前川浩也

試合時間 対　 　　戦 主審 副審

相互

東大阪朝鮮中級 相互

会場： 久米田高校

11:15 久米田FC2nd

柏田ＳＣ2nd 相互

ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ　2nd

25分1本 B戦

9:30 柏田ＳＣ2nd ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ　2nd 久米田FC2nd 久米田FC2nd 久米田ＦＣ2nd

10:45 久米田FC2nd

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

日　時 会場： 岸和田高校

大阪市2001 相互

15:15 梶中 シューダイＦＳ 東大阪朝鮮

25分×2 B戦

16:30 久米田ＦＣ

17:30 久米田ＦＣ

副審

25分×2

14:00 大阪市2001【3部Ｂ】

試合時間 対　 　　戦

B戦

会場責任者： 久米田ＦＣ　前川浩也

試合責任
シューダイ／久米田 久米田ＦＣ

東大阪朝鮮 大阪市2001

東大阪朝鮮中級【3部Ｂ】 梶中学

主審

日　時 会場： 久米田中学校

＊学校のゴミ箱は使用禁止（ゴミはすべて持ち帰り）

20分×3 B戦

16:45 マレッサ グリーンウェーブ2nd 柏田ＳＣ2nd 柏田ＳＣ2nd ゼレゾン　2nd

15:35 柏田ＳＣ2nd ゼレゾン　2nd 相互

20分×2 B戦

14:20 柏田ＳＣ2nd ゼレゾン　2nd マレッサ マレッサ ＧＷ2nd

13:30 マレッサ グリーンウェーブ2nd 相互

会場責任者： マレッサ　梶田氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

日　時 会場： 布施北高校

25分1本 B戦

17:00 ＦＣ淀川 シューダイＦＳ 相互 25分1本 B戦

16:30 住吉大社ＳＣ

シューダイＦＳ 住吉大社ＳＣ

ALVEARE 相互

住吉大社ＳＣ ALVEARE

14:00 住吉大社ＳＣ ALVEARE シューダイＦＳ シューダイＦＳ ＦＣ淀川

15:15 ＦＣ淀川

会場責任者： ＦＣ淀川　金田　勇

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

日　時 会場： 大阪市立十三中学校

＊雨天中止　ＡＭ７：００現在で決定します

＊雨天中止　ＡＭ７：００現在で決定します



6 月 30 日 （土）

－

－

－

－

－

－

－

7 月 1 日 （日）

－

－

－

－

－

＊雨天決行　＊駐車台数は各チーム1台（指導者のみ）

7 月 7 日 （土）

－

－

－

－

－

＊雨天決行　＊駐車台数は各チーム1台（指導者のみ）

7 月 7 日 （土）

－

－

－

－

＊雨天中止　AM７：００現在で決定します　＊各チーム4台まで、体育館付近は駐車禁止。

10:45 大阪市2001【3部Ｂ】

12:00 セレゾン2nd

日　時

ALVEARE 久米田ＦＣ

北河内ＦＣ【3部Ｂ】 セレゾン2nd

B戦

久米田ＦＣ

相互 25分×2 B戦

長野ＦＣ2nd

B戦

B戦

相互

16:15

14:15 大阪市2001 北河内ＦＣ 相互 25分×2

25分×215:15 セレゾン2nd ALVEARE

13:15 久米田ＦＣ 長野ＦＣ2nd

長野ＦＣ2nd

副審

久米田ＦＣ

9:30 久米田ＦＣ【3部Ｂ】

試合時間 主審

会場責任者： 久米田ＦＣ　前川浩也

試合責任

大阪市2001 北河内ＦＣ

ALVEARE/ 長野ＦＣ 久米田ＦＣ

長野ＦＣ2nd【3部Ｂ】 北河内ＦＣ

対　 　　戦

会場： 浜工業公園Ｇ

日　時 会場： 大阪市立十三中学校

会場責任者： ＦＣ淀川　金田　勇

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

14:00 シューダイＦＳ ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ　2nd セレゾン2nd セレゾン2nd ＦＣ淀川

15:15 ＦＣ淀川 セレゾン2nd シューダイＦＳ シューダイＦＳ Ｓｗｏｒｄ　2nd

16:30 シューダイＦＳ ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ　2nd 相互 25分1本 B戦

17:00 ＦＣ淀川 セレゾン2nd 相互 25分1本 B戦

日　時 会場： 大阪市立十三中学校

会場責任者： ＦＣ淀川　金田　勇

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

14:00 シューダイＦＳ ALVEARE アンドリュース アンドリュース ＦＣ淀川

15:15 ＦＣ淀川 アンドリュースＦＣ ALVEARE ALVEARE シューダイＦＳ

16:30 シューダイＦＳ ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ　2nd 相互 25分1本 B戦

17:00 ＦＣ淀川 セレゾン2nd 相互 25分1本 B戦

日　時 会場： 久米田高校

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

Ｓｗｏｒｄ　2nd

9:00 住吉大社ＳＣ ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ　2nd セレゾン2nd セレゾン2nd 久米田FC2nd

久米田FC2nd 住吉大社ＳＣ 相互 25分1本 B戦

10:15 久米田FC2nd セレゾン2nd 住吉大社ＳＣ 住吉大社ＳＣ

＊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　＊3部の副審は有資格者です。

相互 25分×2

11:30

雨天のため中止 

雨天のため中止 



7 月 8 日 （日）

－

－

－

－

－

＊雨天中止　AM１１：００現在で決定します　＊3部の副審は有資格者です。

7 月 14 日 （土）

－

－

7 月 15 日 （日）

－

－

－

7 月 15 日 （日）

－

－

－

7 月 15 日 （日）

－

－

－

－

7 月 16 日 （月）

－

－

－

－

－

－

＊保護者駐車禁止

＊保護者駐車禁止

＊グランド使用料・・・600円／チーム　　＊雨天中止ＡＭ７：００現在で決定します

日　時 会場： 貝塚ふれあい広場

会場責任者： アンドリュースＦＣ　覚野氏

対　 　　戦

10:30 アンドリュースＦＣ シューダイＦＳ ALVEARE ALVEARE 久米田FC2nd

試合責任

9:15 久米田FC2nd ALVEARE シューダイＦＳ シューダイＦＳ アンドリュースＦＣ

試合時間 主審 副審

＊雨天中止AＭ７：００現在で決定します

13:45 アンドリュースＦＣ 久米田FC2nd 相互 25分×2 B戦

12:30 柏田ＳＣ2nd ALVEARE 相互 25分×2 B戦

アンドリュースＦＣ

11:15 アンドリュースＦＣ 久米田FC2nd ALVEARE ALVEARE 柏田ＳＣ2nd

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

10:00 柏田ＳＣ2nd ALVEARE 久米田FC2nd 久米田FC2nd

日　時 会場： 貝塚南高校

会場責任者： アンドリュースＦＣ　覚野氏

ＴＲマッチ ＴＲマッチ

14:15 芝谷FC【4部Ｆ】 高槻4中【4部Ｆ】 梶中 梶中 ゼレゾン　2nd

試合責任

13:00 梶中 ゼレゾン　2nd 高槻４中 高槻４中 芝谷ＦＣ

日　時 会場： 高槻市立芝谷中学校

会場責任者： 井上氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審

ＴＲマッチ ＴＲマッチ

14:45 ＦＣ香里【4部Ｆ】 FC　Lien【4部Ｆ】 柏田ＳＣ2nd 柏田ＳＣ2nd 住吉大社SC

試合責任

13:30 柏田ＳＣ2nd 住吉大社SC ＦＣ　Ｌｉｅｎｓ ＦＣ　Ｌｉｅｎｓ ＦＣ香里

日　時 会場： 枚方市立東香里中学校

会場責任者： ＦＣ香里　橘氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審

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FC2nd

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

日　時 会場： 大阪市立長吉中学校

会場責任者： 倉木氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

9:30 アンドリュースＦＣ ＡＬＶＥＡＲＥ 茨木西FC 茨木西FC 長吉SC

10:45 長吉西SC【4部Ｅ】 茨木南FC【4部Ｆ】 アンドリュース アンドリュース ALVEARE

12:00 アンドリュースＦＣ ＡＬＶＥＡＲＥ 相互 25分1本 B戦

12:30 長吉西SC【4部Ｅ】 茨木南FC【4部Ｆ】 相互 25分1本 B戦



7 月 21 日 （土）

－

－

－

－

＊グランド使用料・・・1000円／チーム　　＊雨天中止AM１０：００現在で決定します

7 月 21 日 （土）

－

－

－

－

7 月 22 日 （日）

－

－

－

－

－

7 月 22 日 （日）

－

－

－

－

＊グランド使用料・・・1000円／チーム　　＊雨天中止AM１０：００現在で決定します

7 月 28 日 （土）

－

－

－

－

25分×2 B戦

15:30 久米田FCU-13

16:30 久米田FCU-13 ゼレゾン/シューダイ 相互

アンドリュースFC 相互 25分×2 B戦

日　時 会場： 岸和田春木運動広場

会場責任者： 久米田FC　前川浩也

対　 　　戦

14:30 久米田FCU-13 柏田ＳＣ2nd 相互 25分×2 B戦

13:15 ゼレゾン　2nd シューダイFS アンドリュース アンドリュース 柏田ＳＣ2nd

12:00 柏田ＳＣ2nd アンドリュースFC ゼレゾン　2nd ゼレゾン　2nd シューダイFS

試合時間 主審 副審 試合責任

＊保護者駐車禁止。スタッフ2台まで。

＊保護者駐車禁止

日　時 会場： 堅下北中学校

会場責任者：

全日可能

＊保護者駐車禁止。スタッフ2台まで。

全日可能

ＴＲマッチ ＴＲマッチ

12:30 久米田FC2nd FC淀川 茨田北中 茨田北中 津久野FC

久米田FC2nd

11:15 津久野ＦＣ【4部Ｆ】 茨田北中学校【4部Ｆ】 長吉西中 長吉西中 都島中

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

10:00 都島中学校【4部E】 長吉西中学校【4部E】 FC淀川 FC淀川

日　時 会場： 堺市立津久野中学校

会場責任者： 津久野ＦＣ　石原氏

ＴＲマッチ ＴＲマッチ

15:15 津久野ＦＣ【4部Ｆ】 信太FC【4部Ｆ】 住吉大社SC 住吉大社SC ゼレゾン　2nd

14:00 住吉大社SC ゼレゾン　2nd 信太FC 信太FC 津久野FC

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

梶中 相互 25分1本 B戦

日　時 会場： 堺市立津久野中学校

会場責任者： 津久野ＦＣ　石原氏

17:00 久米田FC2nd

16:00 久米田FC2nd 梶中 相互 25分×2 B戦

試合責任

梶中 梶中12:30 ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ　2nd

25分×2 B戦15:00 柏田ＳＣ2nd

13:45 久米田FC2nd 梶中 柏田ＳＣ2nd 柏田ＳＣ2nd FC　Sword

会場責任者： 久米田FC　前川浩也

久米田ＦＣ2nd

主審 副審

ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ　2nd 相互

柏田ＳＣ2nd

試合時間 対　 　　戦

日　時 会場： 岸和田春木運動広場

竹村氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

9:00 アンドリュースFC 梶中

10:15 Ｍｉｎｅｒｉｏ【4部Ｆ】 信太FC【4部Ｆ】 アンドリュース アンドリュース 梶中

ＴＲマッチ ＴＲマッチ



7 月 28 日 （土）

－

－

－

－

＊雨天中止AM10：００現在で決定します。車は各チーム４台まで。

7 月 29 日 （日）

－

－

－

－

－

－

7 月 29 日 （日）

－

－

－

－

－

－

ー

8 月 4 日 （土）

－

－

－

－

－

16:30 シューダイＦＳ 久米田FC2nd 相互 20分×2 B戦

15:30 ＡＬＶＥＡＲＥ 柏田ＳＣ2nd 相互 20分×2 B戦

14:15 シューダイＦＳ 久米田FC2nd 柏田ＳＣ2nd 柏田ＳＣ2nd ＡＬＶＥＡＲＥ

13:00 ＡＬＶＥＡＲＥ 柏田ＳＣ2nd シューダイＦＳ シューダイＦＳ 久米田FC2nd

久米田FC　前川浩也

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

＊グランド使用料・・・1500円／チーム　＊雨天中止　AM１０：００現在で決定します

17:45 住吉大社ＳＣ アンドリュースＦＣ 相互 25分×２ B戦

17:00 シューダイＦＳ ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ　2nd 相互 25分×２ B戦

15:45 住吉大社ＳＣ アンドリュースＦＣ 相互 25分×２ B戦

14:30 シューダイＦＳ ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ　2nd 相互 25分×２ B戦

13:15 住吉大社ＳＣ アンドリュースＦＣ シューダイFS シューダイFS Sword2nd

12:00 シューダイＦＳ ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ　2nd アンドリュースＦＣ アンドリュースＦＣ 住吉大社ＳＣ

会場責任者： 住吉大社ＳＣ　弦本さん

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

日　時 会場： 浜工業公園Ｇ

日　時 会場： 和泉高校

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

13:00 FC淀川 住吉大社SC 久米田ＦＣ2nd 久米田ＦＣ2nd 久米田ＦＣ2nd

14:15 久米田FCU-13 住吉大社SC 相互 25分×2 B戦

15:15 久米田FCU-13 FC淀川 相互 25分×2 B戦

16:15 久米田FCU-13 住吉大社SC/ＦＣ淀川 相互 25分×2 B戦

日　時 会場： 岸和田葛城運動広場

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

9:30 梶中 ALVEARE 柏田ＳＣ2nd 柏田ＳＣ2nd 久米田FC2nd

10:45 久米田FC2nd 柏田ＳＣ2nd 梶中 梶中 ALVEARE

12:00 梶中 ALVEARE 相互 25分×２ B戦

13:00 久米田FC2nd 柏田ＳＣ2nd 相互 25分×２ B戦

14:00 梶中 ALVEARE 相互 25分×２ B戦

15:00 久米田FCＵ－１３ 柏田ＳＣ2nd 相互 25分×２ B戦

16:00 久米田FCＵ－１３ 梶中 相互 25分×２ B戦

＊グランド使用料・・・1500円／チーム　＊雨天中止　AM１０：００現在で決定します

日　時 会場： 和泉高校

会場責任者：



＊雨天中止　ＡＭ１０：００現在で決定します

8 月 5 日 （日）

－

－

－

－

8 月 5 日 （日）

－

－

－

－

－

8 月 11 日 （土）

－

－

－

－

－

－

－

8 月 11 日 （土）

－

－

－

－

8 月 18 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　

16:00 久米田FC2nd ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ　2nd 相互 25分×2 B戦

15:00 久米田FC2nd ゼレゾン　2nd 相互 25分×2 B戦

14:00 ＦＣ淀川 ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ　2nd 相互 25分×2 B戦

13:00 久米田FC2nd ゼレゾン　2nd 相互 25分×2 B戦

12:00 ＦＣ淀川 ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ　2nd 相互 25分×2 B戦

久米田FC2nd

10:45 久米田FC2nd ゼレゾン　2nd ＦＣ淀川 ＦＣ淀川 Ｓｗｏｒｄ　2nd

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

9:30 ＦＣ淀川 ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ　2nd ゼレゾン　2nd ゼレゾン　2nd

＊雨天中止AＭ７：００現在で決定します

日　時 会場： 浜工業公園Ｇ

会場責任者： 久米田ＦＣ　前川浩也

＊保護者駐車禁止

16:00

16:15 ＭＡＴＯＲＩＸ 柏田ＳＣ2nd 相互 25分×１ B戦

15:15 住吉大社SC ＴＳＫ 相互 25分×１ B戦

ＴＳＫ 相互 25分×2 B戦

14:15 ＭＡＴＯＲＩＸ ＴＡＳ 相互 25分×１ Ａ戦

ＴＡＳ【3部Ｂ】 住吉大社ＳＣ 柏田/ＭＡＴＯＲＩＸ ＭＡＴＯＲＩＸ

12:00 ＭＡＴＯＲＩＸ 住吉大社SC 相互 25分×2

15:30 ＴＲマッチ ＴＲマッチ

14:15 【4部Ｆ】 【4部Ｆ】 ALVEARE ALVEARE アンドリュース

試合責任

13:00 ALVEARE アンドリュースＦＣ 【4部Ｆ】 【4部Ｆ】 【4部Ｆ】

会場責任者： 谷氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審

＊保護者駐車禁止

ＴＡＳ

10:45 ＴＳＫ【3部Ｂ】

日　時 会場： 貝塚5中

B戦

13:15 柏田ＳＣ2nd

16:00

15:30 ＴＲマッチ ＴＲマッチ

14:15 【4部Ｆ】 【4部Ｆ】 ALVEARE ALVEARE シューダイＦＳ

試合責任

13:00 ALVEARE シューダイＦＳ 【4部Ｆ】 【4部Ｆ】 【4部Ｆ】

日　時 会場： 吹田６中

会場責任者：

試合時間 対　 　　戦 主審 副審

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

9:30 柏田ＳＣ2nd 住吉大社SC ＴＡＳ ＴＳＫ

日　時 会場： 葛城運動広場

会場責任者： ＦＣ　ＭＡＴＯＲＩＸ　前川敏也

日　時 会場： 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

12:00 住吉大社ＳＣ 梶中 Sword2nd Sword2nd 久米田FC2nd

13:15 ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ　2nd 久米田FC2nd 梶中 梶中 住吉大社ＳＣ

14:30 住吉大社ＳＣ 梶中 相互 25分×2 B戦

15:30 ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ　2nd 久米田FC2nd 相互 25分×2 B戦

＊グランド使用料・・・1500円／チーム　＊雨天中止　AM１０：００現在で決定します

16:30 住吉大社ＳＣ 久米田FC2nd 相互 25分×2 B戦



8 月 19 日 （日）

－

－

－

－

－

＊小雨のみ決行　　＊駐車台数は各チーム1台（指導者のみ）

8 月 25 日 （土）

－

－

－

－

－

＊小雨のみ決行　　＊駐車台数は各チーム1台（指導者のみ）

8 月 25 日 （土）

－

－

－

－

－

＊グランド使用料・・・4500円／チーム　　＊ラインズマンフラッグは各チームでご用意ください

＊アンドリュースで有資格者2名お願いします。（3部副審は有資格者です）

8 月 26 日 （日）

－

－

－

－

－

＊小雨のみ決行　　＊駐車台数は各チーム1台（指導者のみ）

8 月 29 日 （水）

－

－

－

－

－

－

－

＊雨天中止AM７：００現在で決定します。車は各チーム４台まで。

17:00 ＦＣ淀川 ALVEARE 相互 25分1本 B戦

16:30 ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ　2nd 梶中 相互 25分1本 B戦

15:15 ＦＣ淀川 ALVEARE Ｓｗｏｒｄ　2nd Ｓｗｏｒｄ　2nd 梶中

14:00 ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ　2nd 梶中 ALVEARE ALVEARE ＦＣ淀川

日　時 会場： 大阪市立十三中学校

会場責任者： ＦＣ淀川　金田　勇

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

16:15 TIAMO交野【３部B】 大阪市2001【３部B】  相互 25分1本 B戦

15:45 ゼレゾン　2nd アンドリュースＦＣ 相互 25分1本 B戦

14:30 TIAMO交野【３部B】 大阪市2001【３部B】  セレゾン2nd アンドリュースＦＣ セレゾン2nd

13:15 ゼレゾン　2nd アンドリュースＦＣ 大阪市2001 TIAMO交野 大阪市2001

日　時 会場： Ｊ－Ｇｒｅｅｎ堺　Ｓ１０

会場責任者： セレゾン2nd　尾崎正章

試合時間 主審 副審 試合責任

17:00 ＦＣ淀川 シューダイＦＳ 相互 25分1本 B戦

16:30 ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ　2nd ＡＬＶＥＡＲＥ 相互 25分1本 B戦

15:15 ＦＣ淀川 シューダイＦＳ Ｓｗｏｒｄ　2nd Ｓｗｏｒｄ　2nd ＡＬＶＥＡＲＥ

14:00 ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ　2nd ＡＬＶＥＡＲＥ シューダイＦＳ シューダイＦＳ ＦＣ淀川

日　時 会場： 大阪市立十三中学校

会場責任者： ＦＣ淀川　金田　勇

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

17:00 ＦＣ淀川 柏田ＳＣ2nd 相互 25分1本 B戦

16:30 ゼレゾン　2nd ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ　2nd 相互 25分1本 B戦

ＦＣ淀川

15:15 ＦＣ淀川 柏田ＳＣ2nd Ｓｗｏｒｄ　2nd Ｓｗｏｒｄ　2nd ゼレゾン　2nd

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

14:00 ゼレゾン　2nd ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ　2nd 柏田ＳＣ2nd 柏田ＳＣ2nd

日　時 会場： 大阪市立十三中学校

会場責任者： ＦＣ淀川　金田　勇

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

9:30 ALVEARE 住吉大社SC TSK 東大阪朝鮮 TSK

10:45 東大阪朝鮮【3部B】 TSK【3部B】 住吉大社SC 久米田FC ALVEARE

12:00 久米田FC ALVEARE 相互 25分×2 B戦

13:00 東大阪朝鮮 住吉大社SC 相互 25分×2 B戦

14:00 久米田FC TSK 相互 25分×2 B戦

15:00 久米田FC 東大阪朝鮮 相互 25分×2 B戦

16:00 久米田FC 住吉大社SC 相互 25分×2 B戦



9 月 1 日 （土）

－

－

－

－

－

＊小雨のみ決行　　＊駐車台数は各チーム1台（指導者のみ）

9 月 1 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

9 月 2 日 （日）

－

－

－

－

－

－

－

＊グランド使用料・・・1000円／チーム　　　　＊雨天決行

9 月 8 日 （土）

－

－

－

－

＊グランド使用料・・・1000円／チーム　　＊雨天中止AM７：００現在で決定します

9 月 9 日 （日）

－

－

－

－

－

＊雨天中止　ＡＭ１０：００現在で決定します

16:00 ＦＣ淀川 久米田FC2nd 相互 25分×1 B戦

14:45 住吉大社SC シューダイFS FC淀川 FC淀川 久米田FC2nd

13:30 ＦＣ淀川 久米田FC2nd 住吉大社SC 住吉大社SC シューダイFS

13:00 久米田FC TIAMO交野 相互 25分×1 B戦

12:30 長野FC2nd 東大阪朝鮮 相互 25分×1 B戦

11:15 久米田FC【3部B】 TIAMO交野【3部B】 東大阪朝鮮 長野FC2nd 東大阪朝鮮

10:00 長野FC2nd【3部B】 東大阪朝鮮【3部B】 久米田FC TIAMO交野 久米田FC

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

日　時 会場： 大阪市立十三中学校

会場責任者： ＦＣ淀川　金田　勇

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

14:00 シューダイFS 梶中 アンドリュース アンドリュース ＦＣ淀川

15:15 ＦＣ淀川 アンドリュースＦＣ シューダイFS シューダイFS 梶中

16:30 シューダイFS 梶中 相互 25分1本 B戦

17:00 ＦＣ淀川 アンドリュースＦＣ 相互 25分1本 B戦

日　時 会場： 岸和田春木運動広場

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

9:30 久米田FC2nd アンドリュースFC ALVEARE ALVEARE シューダイFS

10:45 シューダイＦＳ ALVEARE アンドリュース アンドリュース 久米田FC2nd

12:00 久米田FC2nd アンドリュースFC 相互 25分×2 B戦

13:00 シューダイＦＳ ALVEARE 相互 25分×1 B戦

日　時 会場： 和泉高校

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

13:00 ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ　2nd アンドリュースFC 久米田FC2nd 久米田FC2nd 久米田FC2nd

14:15 久米田FC2nd ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ　2nd 相互 25分×２ B戦

15:15 ＦＣ淀川 アンドリュースFC Ｓｗｏｒｄ　2nd Ｓｗｏｒｄ　2nd 久米田FC2nd

16:30 久米田FC2nd ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ　2nd 相互 25分×１ 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

10:00 ＴｏｍＦＣ【3部B】 東大阪朝鮮【3部B】 柏田ＳＣ2nd セレゾン／久米田 久米田FC

11:15 ゼレゾン　2nd 柏田ＳＣ2nd 東大阪朝鮮 TomFC 東大阪朝鮮

12:30 久米田ＦＣ TomFC 相互 25分×2 B戦

13:30 久米田ＦＣ 東大阪朝鮮 相互 25分×2 B戦

14:30 久米田ＦＣ ゼレゾン　2nd 相互 25分×2 B戦

15:30 久米田ＦＣ 柏田ＳＣ2nd 相互 25分×2 B戦



9 月 15 日 （土）

－

－

－

－

－

9 月 16 日 （日）

－

－

－

－

－

＊雨天中止　ＡＭ１０：００現在で決定します。＊グランド使用料・・・2500円／チーム

日　時 会場： 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

11:30 柏田ＳＣ2nd 梶中 Ｓｗｏｒｄ　2nd Ｓｗｏｒｄ　2nd 住吉大社ＳＣ

12:45 住吉大社ＳＣ ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ　2nd 梶中 梶中 柏田ＳＣ2nd

14:00 久米田FC2nd 柏田ＳＣ2nd 相互 25分×2 B戦

15:00 久米田FC2nd 梶中 相互 25分×2 B戦

16:00 久米田FC2nd 住吉大社ＳＣ 相互 25分×１ B戦

＊グランド使用料・・・1500円／チーム　＊雨天決行

日　時 会場： 吹田総合運動場

会場責任者： ALVEARE　森澤　喬氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

13:20 シューダイＦＳ 柏田ＳＣ2nd ゼレゾン　2nd ゼレゾン　2nd ＡＬＶＥＡＲＥ

14:35 ゼレゾン　2nd ALVEARE 柏田ＳＣ2nd 柏田ＳＣ2nd シューダイＦＳ

15:50 シューダイＦＳ 柏田ＳＣ2nd 相互 20分×1 B戦

16:10 ゼレゾン　2nd ALVEARE 相互 20分×1 B戦


