
節 日付 会場 開始時間 主審/試合責任 副審

JG堺　S7 9:30 岩田FC vs FC平野 RIP　ACE 長野FC

〃 11:20 RIP　ACE vs 長野FC 岩田FC FC平野

〃 13:10 柏田SC vs 大阪セントラル 枚方FC 川上FC

〃 15:00 枚方FC vs 川上FC 柏田SC 大阪セントラル

万博大阪FA人工芝 9:30 枚方FC vs 東淀川FC FC平野 RIP　ACE

〃 11:20 RIP　ACE vs FC平野 東淀川FC 枚方FC

〃 13:10 岩田FC vs 長野FC 川上FC 柏田SC

〃 15:00 川上FC vs 柏田SC 長野FC 岩田FC

万博大阪FA人工芝 9:30 岩田FC vs 大阪セントラル RIP　ACE 柏田SC

〃 11:20 柏田SC vs RIP　ACE 大阪セントラル 岩田FC

〃 13:10 FC平野 vs 長野FC 川上FC 東淀川FC

〃 15:00 川上FC vs 東淀川FC FC平野 長野FC

JG堺　S６ 9:30 FC平野 vs 枚方ＦＣ 長野FC 大阪セントラル

〃 11:20 大阪セントラル vs 長野FC 枚方FC FC平野

〃 13:10 柏田SC vs 東淀川FC RIP　ACE 川上FC

〃 15:00 RIP　ACE vs 川上FC 東淀川FC 柏田SC

JG堺　S６ 9:30 長野FC vs 川上FC 柏田SC FC平野

〃 11:20 FC平野 vs 柏田SC 川上FC 長野FC

〃 13:10 岩田FC vs 枚方FC 大阪セントラル 東淀川FC

〃 15:00 大阪セントラル vs 東淀川FC 岩田FC 枚方FC

JG堺　S９ 9:30 岩田FC vs RIP　ACE 川上FC 大阪セントラル

〃 11:20 川上FC vs 大阪セントラル RIP　ACE 岩田FC

〃 13:10 東淀川FC vs FC平野 枚方FC 柏田SC

〃 15:00 柏田SC vs 枚方FC 東淀川FC FC平野

JG堺　S９ 9:30 枚方FC vs 長野FC 大阪セントラル FC平野

〃 11:20 大阪セントラル vs FC平野 RIP　ACE 東淀川FC

〃 13:10 RIP　ACE vs 東淀川FC 枚方FC 長野FC

〃 15:00～17：00 練習試合枠 vs 練習試合枠

JG堺　S９ 9:30 FC平野 vs 川上FC 長野FC 柏田SC

〃 11:00 FC平野（B戦） vs 川上FC（B戦）

〃 12:00 柏田SC vs 長野FC FC平野 川上FC

〃 13:30 柏田SC（B戦） vs 長野FC（B戦）

〃 14:30 岩田FC vs 東淀川FC 枚方FC RIP　ACE

〃 16:00 岩田FC（B戦） vs 東淀川FC（B戦）

〃 17:00 RIP　ACE vs 枚方FC 岩田FC 東淀川FC

〃 18:30 RIP　ACE（B戦） vs 枚方FC（B戦）

阪南大学高見の里 9:00 岩田FC vs 川上FC 大阪セントラル 枚方FC

〃 10:40 大阪セントラル vs 枚方FC 川上FC 岩田FC

Jグリーン堺 13:15 長野FC vs 東淀川FC 他ブロック 他ブロック

〃 15:00 他ブロック vs 他ブロック 東淀川FC 長野FC

阪南大学高見の里 9:00 岩田FC vs 柏田SC RIP　ACE 大阪セントラル

〃 10:30 RIP　ACE vs 大阪セントラル 柏田SC 岩田FC

万博アメフト人工芝 10:00 東淀川FC vs 川上FC 長野FC FC平野

〃 11:30 FC平野 vs 長野FC 川上FC 東淀川FC

鶴見緑地人工芝 9:30 大阪セントラル vs 長野FC 岩田FC 枚方FC

11:00 枚方FC（B戦） vs 長野FC（B戦）

12:00 岩田FC vs 枚方FC 柏田SC RIP　ACE

〃 13:30 岩田FC（B戦） vs 大阪セントラル（B戦）

〃 14:30 柏田SC vs RIP　ACE 大阪セントラル 長野FC

〃 16:00 柏田SC（B戦） vs RIP　ACE（B戦）

JG堺　S１０ 9:30 岩田FC vs FC平野 枚方FC 川上FC

〃 11:20 枚方FC vs 川上FC FC平野 岩田FC

〃 13:10 柏田SC vs 東淀川FC 長野FC RIP　ACE

〃 15:00 長野FC vs RIP　ACE 東淀川FC 柏田SC

JG堺　S９ 9:30 RIP　ACE vs 川上FC 岩田FC 長野FC

〃 11:00 RIP　ACE（B戦） vs 川上FC（B戦）

〃 12:00 東淀川FC vs 枚方FC RIP　ACE 川上FC

〃 13:30 東淀川FC（B戦） vs 枚方FC（B戦）

〃 14:30 岩田FC vs 長野FC 東淀川FC 枚方FC

〃 16:00 岩田FC（B戦） vs 長野FC（B戦）

中止 15:00 大阪セントラル vs 柏田SC

グラウンド無し 9:30 東淀川FC vs FC平野 長野FC 枚方FC

〃 11:20 長野FC vs 枚方FC FC平野 東淀川FC

〃 13:10 岩田FC vs 大阪セントラル 川上FC 柏田SC

〃 15:00 川上FC vs 柏田SC 大阪セントラル 岩田FC

JG堺　S１２ 9:30 大阪セントラル vs 東淀川FC RIP　ACE 岩田FC

〃 11:20 RIP　ACE vs 岩田FC 大阪セントラル 東淀川FC

〃 13:10 川上FC vs 長野FC 枚方FC FC平野

〃 15:00 FC平野 vs 枚方FC 川上FC 長野FC

服部緑地人工芝 9:30 長野FC vs 柏田SC FC平野 大阪セントラル

〃 11:20 大阪セントラル vs FC平野 柏田SC 長野FC

〃 13:10 岩田FC vs 川上FC RIP　ACE 枚方FC

〃 15:00 RIP　ACE vs 枚方FC 岩田FC 川上FC

JG堺　S１０ 9:30 岩田FC vs 柏田SC 東淀川FC RIP　ACE

〃 11:20 東淀川FC vs RIP　ACE 柏田SC 岩田FC

〃 13:10 大阪セントラル vs 枚方FC 川上FC FC平野

〃 15:00 FC平野 vs 川上FC 大阪セントラル 枚方FC

グラウンド無し 9:30 川上FC vs 大阪セントラル FC平野 RIP　ACE

〃 11:20 RIP　ACE vs FC平野 川上FC 大阪セントラル

〃 13:10 長野FC vs 東淀川FC 枚方FC 柏田SC

〃 15:00 枚方FC vs 柏田SC 長野FC 東淀川FC

グラウンド無し 9:30 FC平野 vs 柏田SC

〃 11:20 RIP　ACE vs 大阪セントラル

〃 13:10 岩田FC vs 東淀川FC

〃 15:00 vs

★ 2回変更希望あり　→　ブロック長により調整
★ 変更希望の場合は1カ月以上前に申し出る

25分1本

25分1本

25分1本

25分1本

19節 未定

16節 9月23日（祝）

17節 9月28日（土）

25分1本

25分1本

25分1本

25分1本

25分1本

25分1本

18節 10月6日（日）

13節 ８月31日（土）

14節 ９月８日（日）

15節 9月16日（祝）

10節 ７月20日（日）

11節 ７月27日（土）

12節 8月4日（日）

7節 5月2５日（土）

8節 ７月6日（土）

9節 ７月13日（土）

4節 4月13日（土）

5節 4月20日（土）

6節 5月1８日（土）

更新日：2013/5/25

アドバンスリーグ大阪2013　　1部　リーグ戦DAY　

対戦カード

4節以降は仮の日程です、人工芝グランドの割り当てが発表され次第、日程を確定させていきます

3月9日（土）1節

2節 3月16日（土）

3節 3月24日（日）



★ 会場は、協会の割り当てグランドを当てはめるが、会場が各チームから提供された場合グランド変更は可能
★ 各節　1チームが休み


