
部

日

※1チーム4500円（小野寺氏まで）

－

－

－

－

日

※1チーム4500円（佐々木氏まで）

－

－

－

－

日

－

－

日

※1チーム4500円（河野まで）

－

－

－

－

日

※1チーム4500円（河野まで）

－

－

－

－

日

※1チーム4500円（河野まで）

－

－

日

－

－

対　 　　戦 主審

近附FC.VOLENTE大阪

FC.VOLENTE大阪

会場責任者： 近代附属（佐々木氏）

9:00 ガンバ堺

アドバンスリーグ大阪 2013
リーグ戦試合日程： B2 ブロック

門真沖SC

J-GREEN S6

副審

ジーグ門真沖SC

日　時 3月9 会場：

更新日時：

2013.5．5

2013.4．6

2013.2.22 2013.5.23

2013.3.22 2013.6．21

会場責任者： 門真沖（小野寺氏）

試合責任

近大附属

試合時間

13:00

14:25 B戦25分1本

試合責任

ガンバ堺 門真沖 B戦25分1本

15:00

試合時間 対　 　　戦 主審 副審

16:25

A.C.Sakai近大附属門真沖

日　時 3月16 会場： J-GREEN S10

10:25

A.C.Sakai

門真沖高槻ジーグ VOLENTE

B戦25分1本近大附属

門真沖近大附属

高槻ジーグ

会場責任者： 阿武野中（藤村氏）

B戦25分1本

ガンバ堺 門真沖11:00 A.C.Sakai 近大附属

日　時 3月16 会場： 高槻市立阿武野中学校

12:25 A.C.Sakai 近大附属

ガンバ堺

高槻ジーグ

試合責任

日　時 3月20 会場： J-GREEN S6

阿武野中 Ｔフジタ 阿武野中

Ｔフジタ

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

9:30

高槻ジーグ RESC

ジーグ RESC ジーグ

11:00

阿武野中

日　時 3月23 会場： J-GREEN S7

12:25 A.C.Sakai RESC B戦25分1本

高槻ジーグ

9:00 FC.VOLENTE大阪 A.C.Sakai

会場責任者： A.C.Sakai（河野）

試合時間 対　 　　戦 主審 副審

11:00 A.C.Sakai RESC

RESC A.C.Sakai

10:25 高槻ジーグ FC.VOLENTE大阪

高槻ジーグ VOLENTE

B戦25分1本

12:25 近大附属 門真沖SC B戦25分1本

11:00

門真沖 近大附属

近大附属 門真沖SC ショウエイ

会場責任者： 門真沖（小野寺氏）

試合責任

VOLENTE ショウエイ

試合時間 対　 　　戦 主審 副審

ショウエイ 近大附属 ショウエイ

10:25 ショウエイ羽曳野 近大附属 高槻ジーグ

14:25 ショウエイ羽曳野 FC.VOLENTE大阪 B戦25分1本

13:00 ショウエイ羽曳野

日　時 4月7 会場： 堺市立陵南中学校

FC.VOLENTE大阪 近大附属

B戦25分1本

日　時 3月24 会場： J-GREEN S14

副審

10:25 ガンバ堺 RESC

9:00 ガンバ堺 RESC A.C.Sakai

試合時間 対　 　　戦 主審

会場責任者： A.C.Sakai（河野）

試合責任

A.C.Sakai A.C.Sakai

会場責任者： 片岡氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

FC千里中央 高槻ジーグ

9:00 高槻ジーグ FC千里中央



日

※1チーム4500円（佐々木氏まで）

－

－

－

－

日

※1チーム500円（岡元氏まで）

－

－

－

－

日

※1チーム4500円（河野まで）

－

－

日

※1チーム500円（岡元氏まで）

－

－

－

－

日

－

－

日

※1チーム4500円（河野まで）

－

－

近大附属 千里中央

千里中央 ATRES パルティーダ ATRES

エルマーノ 高槻ジーグ 千里中央

日　時 4月28 会場： J-GREEN　S12　S13

会場責任者： 近大附属（佐々木氏）

試合時間

日　時 5月12 会場： 庄内グリーンスポーツセンター

S12　14:25 ATRES パルティーダ B戦25分1本

対　 　　戦 主審 副審 試合責任

S12　13:00 ATRES パルティーダ

B戦25分1本

S13　15:00 近大附属

  S13   16:25

日　時 5月18 会場： J-GREEN S7

ショウエイ羽曳野 B戦25分1本

16:50 エルマーノ 高槻ジーグ B戦25分1本

16:20 千里中央

会場責任者： 千里中央（岡元氏）

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

ショウエイ 千里中央

13:40 千里中央 ショウエイ羽曳野 エルマーノ 高槻ジーグ エルマーノ

15:00

試合責任

門真沖 エルマーノ

A.C.Sakai A.C.Sakai

18:30 ショウエイ羽曳野 高槻ジーグ B戦25分1本

17:15 ショウエイ羽曳野 高槻ジーグ A.C.Sakai

会場責任者： A.C.Sakai（河野）

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

B戦25分1本

12:40 千里中央

13:10 エルマーノ 門真沖

ガンバ堺 B戦25分1本

ガンバ堺 千里中央

日　時 5月19 会場： 千里高校　　車各チーム2台まで

副審

11:20 エルマーノ 門真沖 千里中央

10:00 千里中央 ガンバ堺 エルマーノ

試合時間 対　 　　戦 主審

会場責任者： 千里中央（岡元氏）

日　時 5月26 会場： J-GREEN S10

RESC ショウエイ

10:00 ショウエイ羽曳野 RESC A.C.Sakai ガンバ堺 A.C.Sakai

11:20 A.C.Sakai ガンバ堺 ショウエイ

日　時 5月25 会場： 堺白鷺公園G

会場責任者： A.C.Sakai（河野）

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

A.C.Sakai A.C.Sakai

18:30 エルマーノ 千里中央 B戦25分1本

17:15 エルマーノ 千里中央 A.C.Sakai

会場責任者： A.C.Sakai（河野）

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

近大附属 千里中央 近大附属



日

※1チーム4500円（小野寺氏まで）

－

－

－

－

日

※1チーム4500円（河野まで）

－

－

－

－

日

－

－

－

－

日

※1チーム4500円（小野寺氏まで）

－

－

－

－

日

※1チーム4500円（河野まで）

－

－

－

－

日

※1チーム4500円（河野まで）

－

－

－

－

試合責任

門真沖 RESC

B戦25分1本

11:00 RESC

12:25 RESC 門真沖

門真沖 高槻ジーグ 千里中央 高槻ジーグ

B戦25分1本

日　時 6月1 会場： J-GREEN　S7

副審

10:25 高槻ジーグ 千里中央

9:00 高槻ジーグ 千里中央 RESC

試合時間 対　 　　戦 主審

会場責任者： 門真沖（小野寺氏）

B戦25分1本

9:00 高槻ジーグ A.C.Sakai 近大附属 RESC 近大附属

10:25 高槻ジーグ A.C.Sakai

日　時 6月８ 会場： J-GREEN　S８

会場責任者： A.C.Sakai（河野）

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

会場責任者：

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

日　時 6月8 会場： 関西医療大学

ショウエイ羽曳野 高槻ジーグ A.C.Sakai 高槻ジーグ

12:25 近大附属 ショウエイ羽曳野 B戦25分1本

11:00 近大附属

試合責任

VOLENTE 近大附属

13:30 RESC

千里中央

B戦25分ハーフ 

12:30

千里中央

千里中央 RESC

11:00 RESC

B戦25分ハーフ 

9:30 久米田FC SWORD RESC

久米田FC SWORD

B戦25分1本

11:00 近大附属

12:25 近大附属 FC.VOLENTE大阪

FC.VOLENTE大阪 門真沖 ショウエイ 門真沖

B戦25分1本

日　時 6月15 会場： J-GREEN　S7

副審

10:25 門真沖 ショウエイ羽曳野

9:00 門真沖 ショウエイ羽曳野 近大附属

試合時間 対　 　　戦 主審

会場責任者： 門真沖（小野寺氏）

B戦25分1本

9:00 A.C.Sakai 千里中央 RESC 近大附属 RESC

10:25 A.C.Sakai 千里中央

日　時 6月16 会場： J-GREEN　S7

会場責任者： A.C.Sakai（河野）

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

会場責任者： A.C.Sakai（河野）

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

日　時 6月22 会場： J-GREEN　Ｓ７

近大附属 A.C.Sakai 千里中央 A.C.Sakai

12:25 RESC 近大附属 B戦25分1本

11:00 RESC

VOLENTE A.C.Sakai

14:25

A.C.Sakai FC.VOLENTE大阪

B戦25分1本

高槻ジーグ 門真沖

13:00

A.C.Sakai FC.VOLENTE大阪

A.C.Sakai

16:25

門真沖 高槻ジーグ

B戦25分1本

15:00

門真沖 高槻ジーグ

門真沖



日

※1チーム4500円（甲斐氏まで）

－

－

－

－

日

※駐車は近隣有料Ｐへ

－

－

－

－

日

※1チーム4500円（東野氏まで）

－

－

－

－

日

※1チーム4500円（河野まで）

－

－

－

－

－

－

日

※1チーム4500円（河野まで）

－

－

－

－

日

－

－

－

－

日

※1チーム4500円（河野まで）

－

－

－

－

日　時 6月29 会場： J-GREEN　Ｓ６

副審

10:25 ショウエイ羽曳野 高槻ジーグ

9:00 ショウエイ羽曳野 高槻ジーグ エルマーノ

試合時間 対　 　　戦 主審

会場責任者： 高槻ジーグ（甲斐氏）

試合責任

ＲＥＳＣ エルマーノ

高槻ジーグ ガンバ堺

13:00 エルマーノ

ＲＥＳＣ14:25 エルマーノ

高槻ジーグ ショウエイショウエイ

日　時 7月6 会場：

日　時 6月30 会場： 大阪産業大学附属高校

会場責任者： エルマーノ（大原氏）

エルマーノ 近大附属 高槻ジーグ ガンバ堺 高槻ジーグ

B戦25分1本

会場責任者： ガンバ堺（東野氏）

11:00 高槻ジーグ 千里中央 ガンバ堺

千里中央 高槻ジーグ

10:25 ガンバ堺 ＲＥＳＣ

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

B戦25分1本

A.C.Sakai（河野）

試合責任

門真沖 A.C.Sakai

エルマーノ

A.C.Sakai

試合時間 対　 　　戦 副審

12:25 高槻ジーグ 千里中央 B戦25分1本

9:00 ガンバ堺 ＲＥＳＣ 高槻ジーグ

主審

{3D}太田FC {3D}TI AMO交野11:00

ショウエイ

14:25 ショウエイ羽曳野 エルマーノ B戦25分1本

太田 FC TIAMO交野 太田

B戦25分1本

13:00 ショウエイ羽曳野

ショウエイ A.C.Sakai

15:00 A.C.Sakai 門真沖 ショウエイ

16:25 A.C.Sakai 門真沖 B戦25分1本

{3D}太田FC {3D}TI AMO交野12:25

18:25

千里中央

17:00

B戦25分1本

千里中央 ガンバ堺

B戦25分1本

日　時 7月13 会場： J-GREEN S14

千里中央

ガンバ堺

16:25 ガンバ堺

会場責任者： A.C.Sakai（河野）

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

15:00 ガンバ堺

ショウエイ羽曳野

A.C.Sakai

ショウエイ羽曳野

A.C.Sakai

A.C.Sakai

ＲＥＳＣ

ＲＥＳＣ ガンバ堺

J-GREEN　Ｓ7

B戦25分1本

B戦25分1本

会場責任者：

エルマーノ

15:00 ショウエイ羽曳野 千里中央 近大附属 A.C.Sakai 近大附属

17:40

19:00

エルマーノ 近大附属 エルマーノ

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

16:15

16:25 ショウエイ羽曳野 千里中央 B戦25分1本

日　時 7月15 会場： J-GREEN　Ｓ14

会場責任者： A.C.Sakai（河野）

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

17:00 近大附属 A.C.Sakai ショウエイ 千里中央 ショウエイ

18:25 近大附属 A.C.Sakai B戦25分1本

19:30 B戦25分1本

J-GREEN　Ｓ13会場：7月6日　時

ガンバ堺 近大附属 高槻ジーグ VOLENTE 高槻ジーグ

日　時 7月14 会場： 芥川高校

会場責任者： 高槻ジーグ（甲斐氏）

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

9:30

10:55 高槻ジーグ FC.VOLENTE大阪 ガンバ堺 近大附属 ガンバ堺



日

※1チーム4500円（河野まで）

－

－

－

－

日

※1チーム4500円（河野まで）

－

－

－

－

日

－

－

日

－

－

－

－

日

－

－

－

－

日

－

－

日

※1チーム2800円（末原氏まで）

－

－

－

－

日　時 7月20 会場： J-GREEN　Ｓ14

会場責任者：

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

13:00 FC.VOLENTE大阪 ガンバ堺 ＲＥＳＣ 高槻ジーグ ＲＥＳＣ

14:25 FC.VOLENTE大阪 ガンバ堺 B戦25分1本

11:00 ＲＥＳＣ 高槻ジーグ VOLENTE ガンバ堺 VOLENTE

12:25 ＲＥＳＣ 高槻ジーグ B戦25分1本

15:00 A.C.Sakai 千里中央 ショウエイ 近大附属 ショウエイ

16:25 B戦25分1本A.C.Sakai 千里中央

日　時 7月20 会場： J-GREEN　Ｓ13

会場責任者：

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

日　時 7月21 会場： 堺白鷺公園G

会場責任者： A.C.Sakai（河野）

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

17:00 ショウエイ羽曳野 近大附属 A.C.Sakai 千里中央 A.C.Sakai

18:25 ショウエイ羽曳野 近大附属 B戦25分1本

A.C.Sakai ＲＥＳＣ A.C.Sakai

14:40 千里中央 門真沖 千里中央

B戦25分1本

日　時 7月23 会場： J-GREEN　

会場責任者：

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

A.C.Sakai ＲＥＳＣ

13:15 千里中央 門真沖

日　時 7月27 会場： 東海大学附属仰星高校

会場責任者： 東海大学附属仰中学（菊池氏）

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

B戦25分1本

16:30 ＲＥＳＣ FC.VOLENTE大阪 B戦25分ハーフ 

17:30 {3D}東海大仰星中 {3D}太田FC B戦25分ハーフ 

13:30 ＲＥＳＣ FC.VOLENTE大阪 仰星 太田 仰星

15:00 {3D}東海大仰星中 {3D}太田FC RESC VOLENTE RESC

14:00 門真沖 FC.VOLENTE大阪 エルマーノ A.C.Sakai エルマーノ

15:30 エルマーノ A.C.Sakai 門真沖 VOLENTE 門真沖

日　時 7月28 会場： 堺白鷺公園G

会場責任者： A.C.Sakai（河野）

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

15:00 ＲＥＳＣ 近大附属 仰星 島田FC 仰星

16:25 ＲＥＳＣ 近大附属 B戦25分1本

日　時 ７月３1 会場： 服部緑地人工芝

会場責任者： ＲＥＳＣ（末原氏）

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

17:00 {3D}東海大仰星中 {3D}島田FC ＲＥＳＣ 近大附属 ＲＥＳＣ

18:25 {3D}東海大仰星中 {3D}島田FC B戦25分1本


