
部

3 月 3 日 （日）

－

－

－

－

－

＊小雨決行　車は指導者のみ2台まで

3 月 9 日 （土）

－

－

－

－

－

＊グランド代・・・￥１５００／チーム　無料駐車場あり、マイクロ駐車可　小雨決行

3 月 16 日 （土）

－

－

－

－

－

＊駐車は近隣のパーキングに停めてください。学校内の駐車、路上、岸城神社には駐車禁止　雨天中止

3 月 20 日 （祝）

－

－

－

－

－

＊グランド代・・・￥未定／チーム

2013.07.14

試合責任

試合責任

相互 Ｂ戦

25分ハーフ

2013.06.26 2013.08.06

Ｂ戦 25分1本

16:30 和泉ＦＣ 住の江キッズ 相互 Ｂ戦 25分1本

16:00 久米田ＦＣ ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ 相互

和泉ＦＣ 住の江キッズ

14:30 和泉ＦＣ 住の江キッズ ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ 久米田ＦＣ ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ

13:00 久米田ＦＣ ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ 住の江キッズ

会場責任者： 久米田ＦＣ　前川浩也

試合時間 対　 　　戦 主審 副審

日　時 会場： 万博協会グランド

住の江キッズ 久米田ＦＣ10:30 Tom FC 住吉大社ＳＣ 久米田ＦＣ

9:00 久米田ＦＣ 住吉大社ＳＣ 住の江キッズ Tom FC 住の江キッズ

ディアマンテ 相互

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

14:00 ディアマンテ ＭＡＴＯＲＩＸ

Ｂ戦 25分ハーフ

日　時 会場： 岸和田高校

15:00 久米田ＦＣ

13:00 久米田ＦＣ 住の江キッズ 相互 Ｂ戦

11:30 ディアマンテ ＭＡＴＯＲＩＸ 久米田ＦＣ

試合時間 対　 　　戦 主審 副審

35分ハーフ

10:00 久米田ＦＣ 住の江キッズ MATORIX

ＴＭ

25分ハーフ

会場責任者： 久米田ＦＣ　前川浩也

25分1本

Ｂ戦

Ｂ戦相互

ＭＡＴＯＲＩＸ/ディアマンテ MATORIX

日　時 会場： 岸和田市浜工業公園Ｇ

25分1本相互千里丘ＦＣ2nd

試合責任

ＭＡＴＯＲＩＸ

ＳＣ鶴見橋

ＭＡＴＯＲＩＸ

ＳＣ鶴見橋

千里丘ＦＣ2nd

住吉大社ＳＣ

ＳＣ鶴見橋

千里丘ＦＣ2nd

16:30 住吉大社ＳＣ

対　 　　戦 主審

ＭＡＴＯＲＩＸ

試合時間

13:00

14:30

16:00

会場：

ＳＣ鶴見橋

更新日時：

2013.07.19

2013.09.02 2013.07.12

2013,09,05

副審

会場責任者： ＳＣ鶴見橋　柳本　大

アドバンスリーグ大阪 2013
リーグ戦試合日程： A3 ブロック

ＭＡＴＯＲＩＸ

大阪市立鶴見橋中学校

住吉大社ＳＣ

2013.06.19

日　時



3 月 23 日 （土）

－

－

－

－

－

＊グランド代・・・￥１５００／チーム　　有料駐車場あり。マイクロバス可　小雨決行

3 月 24 日 （日）

－

－

－

－

－

＊小雨決行　車は指導者のみ2台まで

3 月 30 日 （土）

－

－

－

－

－

－

＊グランド代・・・￥１５００／チーム　グランド横に駐車場あり、ただし6台まで　マイクロ可　雨天中止

4 月 6 日 （土）

－

－

－

－

－

＊小雨決行　車は指導者のみ2台まで

4 月 7 日 （日）

－

－

－

－

－

＊小雨決行　車は指導者のみ2台まで

4 月 13 日 （土）

－

－

－

－

－

＊小雨決行　車は指導者のみ2台まで

4 月 29 日 （月）

－9:30 久米田ＦＣ ゼッセル熊取（ＴＭ） ＴｏｍＦＣ ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ ＴｏｍＦＣ

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

16:30 東大阪朝鮮 ＭＡＴＯＲＩＸ 相互 Ｂ戦 25分1本

16:00 ＳＣ鶴見橋 住吉大社ＳＣ 相互 Ｂ戦 25分1本

14:30 東大阪朝鮮 ＭＡＴＯＲＩＸ ＳＣ鶴見橋 住吉大社ＳＣ ＳＣ鶴見橋

13:00 ＳＣ鶴見橋 住吉大社ＳＣ 東大阪朝鮮 ＭＡＴＯＲＩＸ 東大阪朝鮮

日　時 会場： 大阪市立鶴見橋中学校

会場責任者： ＳＣ鶴見橋　柳本　大

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

16:30 ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ 住の江キッズ 相互 Ｂ戦 25分1本

16:00 ＳＣ鶴見橋 Ｔｏｍ　ＦＣ 相互 Ｂ戦 25分1本

14:30 ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ 住の江キッズ ＳＣ鶴見橋 Ｔｏｍ　ＦＣ ＳＣ鶴見橋

13:00 ＳＣ鶴見橋 Ｔｏｍ　ＦＣ ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ 住の江キッズ ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ

日　時 会場： 大阪市立鶴見橋中学校

会場責任者： ＳＣ鶴見橋　柳本　大

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

16:30 和泉ＦＣ 千里丘ＦＣ2nd 相互 Ｂ戦 25分1本

16:00 ＳＣ鶴見橋 ＭＡＴＯＲＩＸ 相互 Ｂ戦 25分1本

14:30 和泉ＦＣ 千里丘ＦＣ2nd ＳＣ鶴見橋 ＭＡＴＯＲＩＸ ＳＣ鶴見橋

13:00 ＳＣ鶴見橋 ＭＡＴＯＲＩＸ 千里丘ＦＣ2nd 和泉ＦＣ 千里丘ＦＣ2nd

日　時 会場： 大阪市立鶴見橋中学校

会場責任者： ＳＣ鶴見橋　柳本　大

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

久米田ＦＣ 住吉大社ＳＣ 相互 Ｂ戦 25分1本

Ｂ戦 25分ハーフ

Ｂ戦 25分ハーフ

14:30 久米田ＦＣ 千里丘ＦＣ2nd 相互

15:30

13:30 ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ 住吉大社ＳＣ 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

12:30 久米田ＦＣ ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ 相互

MATORIX 千里丘ＦＣ2nd

11:00 MATORIX 千里丘ＦＣ2nd 住吉大社ＳＣ ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ 住吉大社ＳＣ

9:30 ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ 住吉大社ＳＣ 千里丘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： 岸和田市葛城運動広場

Ｂ戦 25分1本

16:30 東大阪朝鮮 千里丘ＦＣ2nd 相互 Ｂ戦 25分1本

16:00 ＳＣ鶴見橋

千里丘ＦＣ2nd ＳＣ鶴見橋

和泉ＦＣ 相互

和泉ＦＣ ＳＣ鶴見橋

13:00 ＳＣ鶴見橋 和泉ＦＣ 東大阪朝鮮 千里丘ＦＣ2nd 東大阪朝鮮

14:30 東大阪朝鮮

住吉大社ＳＣ 相互

会場責任者： ＳＣ鶴見橋　柳本　大

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

25分ハーフ

13:00 久米田ＦＣ

日　時 会場： 大阪市立鶴見橋中学校

Ｂ戦 25分ハーフ15:00 久米田ＦＣ

ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ ＭＡＴＯＲＩＸ

10:00

Ｂ戦 25分ハーフ

14:00 ＴｏｍＦＣ ＭＡＴＯＲＩＸ 相互 Ｂ戦

試合時間 対　 　　戦 主審 副審

ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ 相互

11:30 ＴｏｍＦＣ 住吉大社ＳＣ ＭＡＴＯＲＩＸ

ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ ＭＡＴＯＲＩＸ ＴｏｍＦＣ

会場責任者： 久米田ＦＣ　前川浩也

試合責任

住吉大社ＳＣ ＴｏｍＦＣ

日　時 会場： 岸和田市中央公園Ｇ

雨天中止

雨天中止



－

－

－

－

－

＊グランド代・・・￥２０００／チーム　グランド横に駐車場あり、ただし6台まで　マイクロ可　雨天中止

4 月 29 日 （祝）

－

－

－

－

－

－

＊グランド代・・・￥１５００／チーム　無料駐車場あり、マイクロ駐車可　小雨決行

5 月 6 日 （月）

－

－

－

－

－

＊グランド代・・・￥２０００／チーム　　マイクロバス可　大型バスは事前に連絡下さい。

5 月 11 日 （土）

－

－

－

－

－

＊小雨決行　車は指導者のみ2台まで

5 月 12 日 （日）

－

－

－

－

－

－

－

＊指導者の車２台まで。保護者の車は駐車禁止。

5 月 12 日 （日）

17:00 久米田ＦＣ 住吉大社ＳＣ 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

16:00 住の江キッズ 久米田ＦＣ 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

日　時 会場： 泉佐野第三中学校

会場責任者： 泉佐野第三中　板倉正

15:00 千里丘ＦＣ2nd 久米田ＦＣ 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

14:00 住の江キッズ 住吉大社ＳＣ 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

13:00 千里丘ＦＣ2nd 久米田ＦＣ 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

11:30 住の江キッズ 住吉大社ＳＣ 久米田ＦＣ 千里丘ＦＣ2nd 久米田ＦＣ

10:00 千里丘ＦＣ2nd 久米田ＦＣ 住吉大社ＳＣ 住の江キッズ 住吉大社ＳＣ

日　時 会場： 関西医療大学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

16:30 東大阪朝鮮 ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ 相互 Ｂ戦 25分1本

16:00 ＳＣ鶴見橋 Ｔｏｍ　ＦＣ 相互 Ｂ戦 25分1本

14:30 東大阪朝鮮 ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ ＳＣ鶴見橋 Ｔｏｍ　ＦＣ ＳＣ鶴見橋

13:00 ＳＣ鶴見橋 Ｔｏｍ　ＦＣ 東大阪朝鮮 ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ 東大阪朝鮮

日　時 会場： 大阪市立鶴見橋中学校

会場責任者： ＳＣ鶴見橋　柳本　大

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

15:00 ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ 住の江キッズ 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

14:00 ＴｏｍＦＣ 千里丘ＦＣ2nd 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

13:00 ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ 住の江キッズ 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

11:30 ＴｏｍＦＣ 千里丘ＦＣ2nd ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ 住の江キッズ ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ

10:00 ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ 住の江キッズ ＴｏｍＦＣ 千里丘ＦＣ2nd ＴｏｍＦＣ

会場責任者： ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ　芦田直樹

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

15:00 久米田ＦＣ ＭＡＴＯＲＩＸ 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

14:00 住吉大社ＳＣ 住の江キッズ 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

13:00 久米田ＦＣ 千里丘ＦＣ2nd 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

11:30 住の江キッズ ＭＡＴＯＲＩＸ 住吉大社ＳＣ 千里丘ＦＣ2nd 住吉大社ＳＣ

10:00 千里丘ＦＣ2nd 住吉大社ＳＣ MATORIX 住の江キッズ MATORIX

日　時 会場： 岸和田市浜工業公園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

15:30 Ｔｏｍ　ＦＣ ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ 相互 Ｂ戦 25分1本

14:30 久米田ＦＣ ゼッセル熊取 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

13:30 Ｔｏｍ　ＦＣ ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

12:30 久米田ＦＣ ゼッセル熊取 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

11:00 Ｔｏｍ　ＦＣ ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ ゼッセル熊取 久米田ＦＣ ゼッセル熊取

16:00 久米田ＦＣ 住の江キッズ 相互 Ｂ戦 25分1本

日　時 会場： 藤井寺スポーツセンター



－

－

－

－

5 月 18 日 （土）

－

－

－

－

－

－

5 月 18 日 （土）

－

－

－

－

－

＊小雨決行　車は指導者のみ2台まで

5 月 26 日 （日）

－

－

－

－

－

＊小雨決行　車は指導者のみ2台まで

16:30 住の江キッズ 千里丘ＦＣ2nd 相互 Ｂ戦 25分1本

16:00 ＳＣ鶴見橋 ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ 相互 Ｂ戦 25分1本

14:30 住の江キッズ 千里丘ＦＣ2nd ＳＣ鶴見橋 ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ ＳＣ鶴見橋

13:00 ＳＣ鶴見橋 ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ 住の江キッズ 千里丘ＦＣ2nd 住の江キッズ

日　時 会場： 大阪市立鶴見橋中学校

会場責任者： ＳＣ鶴見橋　柳本　大

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

16:30 和泉ＦＣ 東大阪朝鮮 相互 Ｂ戦 25分1本

16:00 ＳＣ鶴見橋 住の江キッズ 相互 Ｂ戦 25分1本

14:30 和泉ＦＣ 東大阪朝鮮 ＳＣ鶴見橋 住の江キッズ ＳＣ鶴見橋

13:00 ＳＣ鶴見橋 住の江キッズ 東大阪朝鮮 和泉ＦＣ 東大阪朝鮮

日　時 会場： 大阪市立鶴見橋中学校

会場責任者： ＳＣ鶴見橋　柳本　大

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

16:00 FC Liens 久米田FC　2nd 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

15:00 久米田ＦＣ ＭＡＴＯＲＩＸ 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

14:00 ディアマンテ大阪　2nd Derru Zona 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

12:30 FC Liens【４Ｄ】 久米田FC　2nd【４Ｄ】 ＭＡＴＯＲＩＸ ＭＡＴＯＲＩＸ ＭＡＴＯＲＩＸ

11:00 久米田ＦＣ ＭＡＴＯＲＩＸ FC Liens ディアマンテ/Derru Zona 久米田FC　2nd

9:30 ディアマンテ大阪　2nd【4Ｄ】 Derru Zona【4Ｄ】　 久米田ＦＣ 久米田ＦＣ 久米田ＦＣ

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

17:15 久米田ＦＣ2nd 佐野三中 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

16:15 和泉ＦＣ ＭＡＴＯＲＩＸ 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

15:00 久米田ＦＣ2nd 佐野三中 ＭＡＴＯＲＩＸ 和泉ＦＣ ＭＡＴＯＲＩＸ

13:30 和泉ＦＣ ＭＡＴＯＲＩＸ 佐野三中 久米田ＦＣ2nd 久米田ＦＣ2nd

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

会場の都合により中止



6 月 1 日 （土）

－

－

－

－

－

＊小雨決行　車は指導者のみ2台まで

6 月 1 日 （土）

－

－

－

－

－

＊ＭＡＴＯリーグはローカル大会です。副審は選手で構いません

＊雨天不可　　

＊隣のコートで９対９のＢ戦が可能です。希望されるチームはＭＡＴＯＲＩＸ前川氏までご連絡ください。

6 月 2 日 （日）

－

－

－

－

＊雨天決行　車は指導者のみ2台まで

6 月 8 日 （土）

－

－

＊雨天不可　　

＊隣のコートで９対９のＢ戦が可能です（午後）。希望されるチームはＭＡＴＯＲＩＸ前川氏までご連絡ください。

6 月 8 日 （土）

－

－

－

－

－

－

－

－

＊指導者の車２台まで。保護者の車は駐車禁止。

14:15 ディアマンテ ＭＡＴＯＲＩＸ 相互 Ｂ戦 ２０分ハーフ

ＴｏｍＦＣ 相互

進修サッカー団 相互

日　時 会場： 岸和田市立山直中学校　※雨天決行

会場責任者： ディアマンテ　出口昌典

10:45 ＭＡＴＯＲＩＸ ＴｏｍＦＣ ディアマンテ

Ｂ戦 ２５分ハーフ

12:15 ディアマンテ

13:15 Ｓｏｌｅｉｌ堺

副審

Ｂ戦 ２５分ハーフ

会場責任者： ＭＡＴＯＲＩＸ　前川敏也

試合責任

ＭＡＴＯＲＩＸ ＴｏｍＦＣ

進修/Ｓｏｌeil ディアマンテ

9:30 進修サッカー団 Ｓｏｌｅｉｌ堺（ＭＡＴＯリーグ） ＭＡＴＯＲＩＸ

試合時間 対　 　　戦 主審

日　時 会場： 熊取町民Ｇ

日　時 会場： 大阪市立鶴見橋中学校

会場責任者： ＳＣ鶴見橋　柳本　大

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

13:00 ＳＣ鶴見橋 東大阪朝鮮 千里丘ＦＣ2nd 和泉ＦＣ 千里丘ＦＣ2nd

14:30 和泉ＦＣ 千里丘ＦＣ2nd ＳＣ鶴見橋 東大阪朝鮮 ＳＣ鶴見橋

16:00 ＳＣ鶴見橋 東大阪朝鮮 相互 Ｂ戦 25分1本

16:30 和泉ＦＣ 千里丘ＦＣ2nd 相互 Ｂ戦 25分1本

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

9:00 和泉FC Tom　FC ディアマンテ 【3部D③】 ディアマンテ

10:30 【3部D①】 【3部D②】 和泉FC Tom　FC 和泉FC

12:00 ディアマンテ 【3部D③】 【3部D①】 【3部D②】 【3部D①】

日　時 会場： 熊取町民Ｇ

会場責任者： ＭＡＴＯＲＩＸ　前川敏也

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

9:30 和泉ＦＣ 住吉大社ＳＣ ＭＡＴＯＲＩＸ 千里丘ＦＣ2nd ＭＡＴＯＲＩＸ

12:30 午後からローカル大会が入り予定です

11:00 ＭＡＴＯＲＩＸ 千里丘ＦＣ2nd 和泉ＦＣ 住吉大社ＳＣ 和泉ＦＣ

日　時 会場： 関西医療大学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 久米田ＦＣ ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ ＲＥＳＣ 千里中央 ＲＥＳＣ

11:00 ＲＥＳＣ【2部Ｂ】 千里中央【2部Ｂ】 久米田ＦＣ ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ 久米田ＦＣ

12:30 久米田ＦＣ ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

13:30 ＲＥＳＣ【2部Ｂ】 千里中央【2部Ｂ】 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

14:30 久米田ＦＣ ディアマンテ 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

15:30 久米田ＦＣ ディアマンテ 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

16:30 久米田ＦＣ ディアマンテ 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

17:30 久米田ＦＣ ディアマンテ 相互 Ｂ戦 25分ハーフ



6 月 9 日 （日）

－

－

－

－

－

－

＊グランド代・・・￥２０００／チーム　無料駐車場あり、マイクロ駐車可　小雨決行

6 月 15 日 （土）

－

－

－

－

－

－

－

－

＊グランド代・・・￥６５００／チーム　 久米田ＦＣ・・・￥１２５００

6 月 22 日 （土）

－

－

－

－

＊グランド代・・・￥１０００／チーム　無料駐車場あり、マイクロ駐車可　小雨決行

6 月 22 日 （土）

－

－

－

－

－

＊小雨決行　車は指導者のみ2台まで

6 月 23 日 （日）

－

－

－

－

－

－

＊小雨決行　車は指導者のみ2台まで

日　時 会場： 大阪市立鶴見橋中学校

Ｂ戦 30分1本

13:05 久米田ＦＣ 和泉ＦＣ 相互 Ｂ戦 30分1本

12:30 ＴｏｍＦＣ

和泉ＦＣ 東大阪朝鮮

東大阪朝鮮 相互

ＴｏｍＦＣ 東大阪朝鮮

9:30 ＴｏｍＦＣ 東大阪朝鮮 久米田ＦＣ 和泉ＦＣ 久米田ＦＣ

11:00 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

岸和田市浜工業公園Ｇ

日　時 会場： 岸和田市浜工業公園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

12:00 和泉ＦＣ ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ ＴｏｍＦＣ 住の江キッズ ＴｏｍＦＣ

13:30 住の江キッズ ＴｏｍＦＣ ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ 和泉ＦＣ ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ

15:00 久米田ＦＣ ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

16:00 ＴｏｍＦＣ 和泉ＦＣ 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

17:00 久米田ＦＣ 住の江キッズ 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

18:00 久米田ＦＣ 和泉ＦＣ 相互 Ｂ戦 25分1本

日　時 会場： Ｊ－Ｇｒｅｅｎ堺Ｓ１２

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 東大阪朝鮮 ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ 住吉大社ＳＣ ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ

10:45 ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ 住吉大社ＳＣ 摂津パルティーダ ＫＯＮＫＯ 摂津パルティーダ

12:15 摂津パルティーダ ＫＯＮＫＯ 久米田ＦＣ 東大阪朝鮮 久米田ＦＣ

会場責任者： ＳＣ鶴見橋　柳本　大

日　時 会場：

13:45 久米田ＦＣ 東大阪朝鮮 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

13:00 ＳＣ鶴見橋 ＭＡＴＯＲＩＸ 千里丘ＦＣ2nd ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ 千里丘ＦＣ2nd

14:30 ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ 千里丘ＦＣ2nd ＳＣ鶴見橋 ＭＡＴＯＲＩＸ ＳＣ鶴見橋

16:00 ＳＣ鶴見橋 ＭＡＴＯＲＩＸ 相互 Ｂ戦 25分1本

16:30 ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ 千里丘ＦＣ2nd 相互 Ｂ戦 25分1本

日　時 会場： 大阪市立鶴見橋中学校

会場責任者： ＳＣ鶴見橋　柳本　大

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

10:00 ＳＣ鶴見橋 久米田ＦＣ 住吉大社ＳＣ ＴｏｍＦＣ 住吉大社ＳＣ

11:30 住吉大社ＳＣ ＴｏｍＦＣ ＳＣ鶴見橋 久米田ＦＣ ＳＣ鶴見橋

13:00 ＳＣ鶴見橋 久米田ＦＣ 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

14:00 住吉大社ＳＣ ＴｏｍＦＣ 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

15:00 ＳＣ鶴見橋 久米田ＦＣ 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

16:00 住吉大社ＳＣ ＴｏｍＦＣ 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

14:45 ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ 住吉大社ＳＣ 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

15:45 摂津パルティーダ ＫＯＮＫＯ 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

16:45 久米田ＦＣ 希望チーム 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

17:45 久米田ＦＣ 希望チーム 相互 Ｂ戦 25分ハーフ



6 月 29 日 （土）

－

－

－

－

＊雨天中止　車は指導者のみ３台まで

7 月 6 日 （土）

－

－

－

－

－

＊小雨決行　車は指導者のみ2台まで

7 月 6 日 （土）

－

－

－

＊グランド代・・・￥４５００／チーム　

7 月 7 日 （日）

－

－

＊グランドが１３：００までのためＢ戦は実施しません

＊雨天決行

7 月 14 日 （日）

－

－

－

－

－

＊小雨決行　車は指導者のみ2台まで

7 月 15 日 （月）

－

－

－

－

－

－

－

－

－

＊尐雨決行　

12:30 Ｔｏｍ　ＦＣ ＳＣ鶴見橋 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

12:15 久米田ＦＣ ＴｏｍＦＣ 相互 Ｂ戦 25分1本

11:00 久米田ＦＣ ＴｏｍＦＣ ＤＲＥＡＭ Ｔフジタ ＤＲＥＡＭ

9:30 ＤＲＥＡＭ【3部Ｃ】 Ｔフジタ【3部Ｃ】 Ｔｏｍ　ＦＣ 久米田ＦＣ Ｔｏｍ　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

日　時 会場：

住の江キッズ 和泉ＦＣ ＭＡＴＯＲＩＸ 和泉ＦＣ

9:30 和泉ＦＣ ＭＡＴＯＲＩＸ ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ 住の江キッズ ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ

11:00 ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ

会場責任者： 和泉ＦＣ　武内　隆司

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

日　時 会場： 和泉リサイクル環境公園

日　時 会場： Ｊ－Ｇｒｅｅｎ堺Ｓ１２

千里丘ＦＣ2nd 相互

ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ 相互

14:30 住吉大社ＳＣ 千里丘ＦＣ2nd ＳＣ鶴見橋

Ｂ戦 25分1本

16:00 ＳＣ鶴見橋

16:30 住吉大社ＳＣ

副審

Ｂ戦 25分1本

会場責任者： ＳＣ鶴見橋　柳本　大

試合責任

住吉大社ＳＣ 千里丘ＦＣ2nd

ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ ＳＣ鶴見橋

日　時 会場： 大阪市立鶴見橋中学校

13:00 ＳＣ鶴見橋 ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ 千里丘ＦＣ2nd

試合時間 対　 　　戦 主審

16:00 久米田ＦＣ2nd Ｅｒｂａ 2nd 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

日　時 会場： 岸和田市立久米田中学校

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

9:30 住の江キッズ 東大阪朝鮮 盾津中 北河内/Ｅｒｂａ 久米田ＦＣ2nd

11:00 久米田ＦＣ2nd【４Ｄ】 盾津中【４Ｄ】 東大阪朝鮮 東大阪朝鮮 東大阪朝鮮

12:30 Ｅｒｂａ　2nd【４Ｄ】 北河内ＦＣ【４Ｄ】 住の江キッズ 住の江キッズ 住の江キッズ

14:00 住の江キッズ 盾津中 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

15:00 久米田ＦＣ2nd 北河内ＦＣ 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

大阪市立鶴見橋中学校

会場責任者： ＳＣ鶴見橋　柳本　大

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

13:00 ＳＣ鶴見橋 ＭＡＴＯＲＩＸ 和泉ＦＣ 住吉大社ＳＣ 和泉ＦＣ

14:30 和泉ＦＣ 住吉大社ＳＣ ＳＣ鶴見橋 ＭＡＴＯＲＩＸ ＳＣ鶴見橋

16:00 ＳＣ鶴見橋 ＭＡＴＯＲＩＸ 相互 Ｂ戦 25分1本

16:30 和泉ＦＣ 住吉大社ＳＣ 相互 Ｂ戦 25分1本

日　時 会場： 熊取町民Ｇ

会場責任者： ＭＡＴＯＲＩＸ　前川敏也

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

9:15 Ｔｏｍ　ＦＣ ＳＣ鶴見橋 ＭＡＴＯＲＩＸ 東大阪朝鮮 ＭＡＴＯＲＩＸ

10:45 ＭＡＴＯＲＩＸ 東大阪朝鮮 ＳＣ鶴見橋 久米田/和泉 Ｔｏｍ　ＦＣ

12:15 久米田ＦＣ2nd【ＭＡＴO】　 和泉ＦＣ【ＭＡＴOリーグ】 Ｔｏｍ　ＦＣ Ｔｏｍ選手 ＳＣ鶴見橋

13:30 ＳＣ鶴見橋 東大阪朝鮮 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

14:30 久米田ＦＣ2nd 和泉ＦＣ 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

15:30 Ｔｏｍ　ＦＣ 東大阪朝鮮 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

13:30 ゼッセル熊取2nd【4部Ｂ】 サバス・デルタ【4部Ｂ】 Ｂ２ ソシオ和泉 Ｂ２

以下のＢ戦は隣のコートで9対9のゲームになります

15:00 Ｂ２【3部Ｂ】 ソシオ和泉【3部Ｂ】 サバス ゼッセル熊取 サバス



7 月 20 日 （土）

－

－

－

－

－

＊小雨決行　車は指導者のみ2台まで

7 月 21 日 （日）

－

－

－

－

－

－

－

－

＊指導者の車２台まで。保護者の車は駐車禁止。

7 月 27 日 （土）

－

－

－

－

－

＊小雨決行　車は指導者のみ2台まで

7 月 28 日 （日）

－

－

－

－

＊尐雨決行　　

＊隣のコートで９対９のＢ戦が可能です（午後）。希望されるチームはＭＡＴＯＲＩＸ前川氏までご連絡ください。

8 月 1 日 （木）

－

－

－

－

－

＊小雨決行　車は指導者のみ2台まで

8 月 3 日 （土）

－

－

－

－

－

－17:00 Tom 東大阪朝鮮 相互審判　25分ハーフ

15:00 北河内FC ニュウFC 相互審判　25分ハーフ

16:00 ディアマンテ　2nd 久米田FC　2nd 相互審判　25分ハーフ

13:30 Tom 東大阪朝鮮 久米田FC　2nd 北河内FC/ニュウFC ディアマンテ　2nd

10:30 北河内FC ニュウFC Tom Tom

12:00 ディアマンテ　2nd 久米田FC　2nd 東大阪朝鮮 東大阪朝鮮

日　時 会場： 岸和田市浜工業公園球技広場2　　※雨天決行

会場責任者： 出口（ディアマンテ）　　 各チーム　1600円

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

Ｂ戦 25分1本

16:30 和泉ＦＣ ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ 相互 Ｂ戦 25分1本

16:00 ＳＣ鶴見橋 住の江キッズ 相互

ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ 和泉ＦＣ

14:30 和泉ＦＣ ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ ＳＣ鶴見橋 住の江キッズ ＳＣ鶴見橋

13:00 ＳＣ鶴見橋 住の江キッズ 和泉ＦＣ

会場責任者： ＳＣ鶴見橋　柳本　大

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

日　時 会場： 大阪市立鶴見橋中学校

日　時 会場： 関西医療大学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 久米田ＦＣ2nd【４Ｄ】 ＦＣ　Ｌｉｅｎｓ【4部Ｄ】 住吉大社ＳＣ 住吉大社ＳＣ 久米田ＦＣ

11:00 久米田ＦＣ 住吉大社ＳＣ 北河内ＦＣ Ｌｉｅｎｓ/吹田南久米田ＦＣ2nd

12:30 吹田南ＦＣ【4部Ｄ】 北河内ＦＣ【4部Ｄ】 久米田ＦＣ 久米田ＦＣ 住吉大社ＳＣ

13:30 久米田ＦＣ2nd【４Ｄ】 ＦＣ　Ｌｉｅｎｓ【4部Ｄ】 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

14:30 久米田ＦＣ 住吉大社ＳＣ 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

15:30 吹田南ＦＣ【4部Ｄ】 北河内ＦＣ【4部Ｄ】 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

16:30 久米田ＦＣ 住吉大社ＳＣ 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

17:30 久米田ＦＣ 希望チーム 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

日　時 会場： 大阪市立鶴見橋中学校

会場責任者： ＳＣ鶴見橋　柳本　大

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

13:00 ＳＣ鶴見橋 千里丘ＦＣ2nd 住の江キッズ 和泉ＦＣ 住の江キッズ

14:30 和泉ＦＣ 住の江キッズ ＳＣ鶴見橋 千里丘ＦＣ2nd ＳＣ鶴見橋

16:00 ＳＣ鶴見橋 千里丘ＦＣ2nd 相互 Ｂ戦 25分1本

16:30 和泉ＦＣ 住の江キッズ 相互 Ｂ戦 25分1本

日　時 会場： 熊取町民Ｇ

会場責任者： ＭＡＴＯＲＩＸ　前川敏也

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

9:30 Ｔｏｍ　ＦＣ 千里丘ＦＣ2nd ＭＡＴＯＲＩＸ 久米田ＦＣ ＭＡＴＯＲＩＸ

25分ハーフ

11:00 ＭＡＴＯＲＩＸ 久米田ＦＣ Ｔｏｍ　ＦＣ 千里丘ＦＣ2nd Ｔｏｍ　ＦＣ

ＭＡＴＯＲＩＸ 久米田ＦＣ 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

12:30 Ｔｏｍ　ＦＣ 千里丘ＦＣ2nd 相互 Ｂ戦

15:30

社会人のゲームが入ったため以下のＢ戦がなくなりました。9対9のゲームは可能です14:30

13:30

日　時 会場： 大阪市立鶴見橋中学校

会場責任者： ＳＣ鶴見橋　柳本　大

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

13:00 ＳＣ鶴見橋 住吉大社ＳＣ 【３Ｃ】 【３Ｃ】 【３Ｃ】

14:30 阿武野【３Ｃ】 明星【３Ｃ】 ＳＣ鶴見橋 住吉大社ＳＣ ＳＣ鶴見橋

16:00 ＳＣ鶴見橋 住吉大社ＳＣ 相互 Ｂ戦 25分1本

16:30 阿武野【３Ｃ】 明星【３Ｃ】 相互 Ｂ戦 25分1本



8 月 4 日 （日）

－

－

－

＊雨天中止　車は指導者のみ３台まで

8 月 8 日 （木）

－

－

－

－

＊雨天決行　＊グランド代・・・￥１０００

8 月 11 日 （日）

－

－

－

－

8 月 18 日 （日）

－

－

－

－

＊小雨決行　車は指導者のみ2台まで

8 月 25 日 （日）

－

－

－

－

－

＊小雨決行　車は指導者のみ2台まで

8 月 30 日 (金)

－

－

－

－

＊グランド代・・・￥１５００／チーム　無料駐車場あり、マイクロ駐車可　小雨決行

17:00 久米田ＦＣ 住の江キッズ 相互 Ｂ戦 25分1本

15:30 八尾大正【３Ｃ】 ＴＳＫ【３Ｃ】 久米田ＦＣ 住の江キッズ 久米田ＦＣ

14:00 久米田ＦＣ 住の江キッズ 【３Ｃ】 【３Ｃ】 【３Ｃ】

日　時 会場： 岸和田市立久米田中学校

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

日　時 会場： 浜工業公園Ｇ

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

9:15 東大阪朝鮮 住吉大社ＳＣ ディアマンテ ディアマンテ/久米田 ディアマンテ

10:45 ディアマンテ 住吉大社ＳＣ 相互 Ｂ戦 ２５分ハーフ

11:45 ディアマンテ 東大阪朝鮮 相互 Ｂ戦 ２５分ハーフ

日　時 会場： 光明池緑地公園施設

会場責任者： 和泉ＦＣ　武内　隆司

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

9:00 和泉ＦＣ 千里丘ＦＣ2nd 【３Ｃ】 【３Ｃ】 【３Ｃ】

10:30 進修サッカー団【３Ｃ】 ＤＥＡＭ【３Ｃ】 和泉ＦＣ 千里丘ＦＣ2nd 和泉ＦＣ

12:00 和泉ＦＣ 千里丘ＦＣ2nd 相互 Ｂ戦 25分1本

12:30 進修サッカー団【３Ｃ】 ＤＥＡＭ【３Ｃ】 相互 Ｂ戦 25分1本

日　時 会場： 大阪市立鶴見橋中学校

会場責任者： ＳＣ鶴見橋　柳本　大

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

9:30 東大阪朝鮮 千里丘ＦＣ2nd ＳＣ鶴見橋 久米田ＦＣ ＳＣ鶴見橋

11:00 久米田ＦＣ ＳＣ鶴見橋 相互 Ｂ戦 25分1本

11:30 久米田ＦＣ 千里丘ＦＣ2nd 相互 Ｂ戦 25分1本

12:00 久米田ＦＣ 東大阪朝鮮 相互 Ｂ戦 25分1本

日　時 会場： 大阪市立鶴見橋中学校

会場責任者： ＳＣ鶴見橋　柳本　大

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

13:00 ＳＣ鶴見橋 和泉ＦＣ ＭＡＴＯＲＩＸ ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ ＭＡＴＯＲＩＸ

14:30 ＭＡＴＯＲＩＸ ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ ＳＣ鶴見橋 和泉ＦＣ ＳＣ鶴見橋

16:00 ＳＣ鶴見橋 和泉ＦＣ 相互 Ｂ戦 25分1本

16:30 ＭＡＴＯＲＩＸ ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ 相互 Ｂ戦 25分1本

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 住吉大社ＳＣ ＭＡＴＯＲＩＸ 久米田ＦＣ 東大阪朝鮮 久米田ＦＣ

11:00 久米田ＦＣ 東大阪朝鮮 住吉大社ＳＣ ＭＡＴＯＲＩＸ 住吉大社

12:30 住吉大社ＳＣ ＭＡＴＯＲＩＸ 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

13:30 久米田ＦＣ 東大阪朝鮮 相互 Ｂ戦 25分ハーフ



8 月 31 日 （土）

－

－

－

－

＊グランド代・・・￥1０００／チーム　無料駐車場あり、マイクロ駐車可　小雨決行

8 月 31 日 （土）

－

－

－

－

＊雨天中止　車は指導者のみ３台まで

9 月 7 日 （土）

－

－

－

－

－

＊小雨決行　車は指導者のみ2台まで

9 月 8 日 （日）

－

－

－

－

＊雨天決行　

9 月 14 日 （土）

－

－

－

－

＊グランド代・・・￥４５００/チーム

9 月 16 日 （月）

－

－

－

－

－

－

－

－

＊指導者の車２台まで。保護者の車は駐車禁止。

9 月 21 日 （土）

－13:00 ＳＣ鶴見橋 久米田ＦＣ 東大阪朝鮮 住の江キッズ 東大阪朝鮮

日　時 会場： 大阪市立鶴見橋中学校

会場責任者： ＳＣ鶴見橋　柳本　大

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

17:00 久米田ＦＣ2nd 盾津中 相互 Ｂ戦 25分1本

16:30 Ｔｏｍ　ＦＣ ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ 相互 Ｂ戦 25分1本

15:00 久米田ＦＣ2nd【４Ｄ】 盾津中【４Ｄ】 Ｔｏｍ　ＦＣ ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ Ｔｏｍ　ＦＣ

13:30 Ｔｏｍ　ＦＣ ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ 久米田ＦＣ2nd 盾津中 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： 久米田中学校Ｇ

13:00 久米田ＦＣ 千里丘ＦＣ2nd 相互 Ｂ戦 25分1本

12:30 和泉ＦＣ 東大阪朝鮮 相互 Ｂ戦 25分1本

11:00 久米田ＦＣ 千里丘ＦＣ2nd 和泉ＦＣ 東大阪朝鮮 和泉ＦＣ

9:30 和泉ＦＣ 東大阪朝鮮 久米田ＦＣ 千里丘ＦＣ2nd 久米田ＦＣ

日　時 会場： 岸和田市浜工業公園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

日　時 会場： 大阪市立鶴見橋中学校

会場責任者： ＳＣ鶴見橋　柳本　大

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

13:00 ＳＣ鶴見橋 東大阪朝鮮 千里丘ＦＣ2nd 住の江キッズ 千里丘ＦＣ2nd

14:30 千里丘ＦＣ2nd 住の江キッズ ＳＣ鶴見橋 和泉ＦＣ ＳＣ鶴見橋

16:00 ＳＣ鶴見橋 東大阪朝鮮 相互 Ｂ戦 25分1本

16:30 千里丘ＦＣ2nd 住の江キッズ 相互 Ｂ戦 25分1本

日　時 会場： 和泉リサイクル環境公園

会場責任者： 和泉ＦＣ　武内　隆司

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

13:00 和泉ＦＣ 東大阪朝鮮 ＭＡＴＯＲＩＸ 住の江キッズ ＭＡＴＯＲＩＸ

14:30 ＭＡＴＯＲＩＸ 住の江キッズ 和泉ＦＣ 東大阪朝鮮 和泉ＦＣ

16:00 和泉ＦＣ 東大阪朝鮮 相互 Ｂ戦 25分1本

16:30 ＭＡＴＯＲＩＸ 住の江キッズ 相互 Ｂ戦 25分1本

日　時 会場： Ｊ－Ｇｒｅｅｎ堺Ｓ１０

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 久米田ＦＣ 和泉ＦＣ ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ 東大阪朝鮮 ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ

10:30 ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ 東大阪朝鮮 久米田ＦＣ 和泉ＦＣ 久米田ＦＣ

12:00 久米田ＦＣ 和泉ＦＣ 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

12:30 ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ 東大阪朝鮮 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

日　時 会場： 関西医療大学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 久米田ＦＣ Ｔｏｍ　ＦＣ 【2部Ｂ】 【2部Ｂ】 【2部Ｂ】

11:00 【2部Ｂ】 【2部Ｂ】 久米田ＦＣ Ｔｏｍ　ＦＣ 久米田ＦＣ

12:30 久米田ＦＣ Ｔｏｍ　ＦＣ 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

13:30 【2部Ｂ】 【2部Ｂ】 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

14:30 久米田ＦＣ Ｖ松原 相互 Ｕ－１５Ｂ戦 25分ハーフ

15:30 久米田ＦＣ Ｖ松原 相互 Ｕ－１３Ｂ戦 25分ハーフ

16:30 久米田ＦＣ Ｖ松原 相互 Ｕ－１５Ｂ戦 25分ハーフ

17:30 久米田ＦＣ Ｖ松原 相互 Ｕ－１３Ｂ戦 25分ハーフ



－

－

－

－

＊小雨決行　車は指導者のみ2台まで

9 月 22 日 （日）

－

－

－

－

－

＊雨天中止　車は指導者のみ３台まで（裏門に駐車して下さい。正門は駐車禁止）

9 月 23 日 （月）

－

－

－

－

＊雨天決行　

9 月 28 日 （土）

－

－

－

－

－

－

＊尐雨決行　　

＊隣のコートで９対９のＢ戦が可能です（午後）。希望されるチームはＭＡＴＯＲＩＸ前川氏までご連絡ください。

9 月 28 日 （土）

－

－

－

－

－

＊小雨決行　車は指導者のみ2台まで

15:30 ＭＡＴＯＲＩＸ Ｔｏｍ　ＦＣ 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

14:30 東大阪朝鮮 住吉大社ＳＣ 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

13:30 ＭＡＴＯＲＩＸ Ｔｏｍ　ＦＣ 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

12:30 東大阪朝鮮 住吉大社ＳＣ 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

11:00 ＭＡＴＯＲＩＸ Ｔｏｍ　ＦＣ 東大阪朝鮮 住吉大社ＳＣ 東大阪朝鮮

9:30 東大阪朝鮮 住吉大社ＳＣ ＭＡＴＯＲＩＸ ＴｏｍＦＣ ＭＡＴＯＲＩＸ

日　時 会場： 熊取町民Ｇ

会場責任者： ＭＡＴＯＲＩＸ　前川敏也

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

16:30 ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ 千里丘ＦＣ2nd 相互 Ｂ戦 25分1本

16:00 和泉ＦＣ Ｔｏｍ　ＦＣ 相互 Ｂ戦 25分1本

14:30 ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ 千里丘ＦＣ2nd 和泉ＦＣ Ｔｏｍ　ＦＣ 和泉ＦＣ

13:00 和泉ＦＣ Ｔｏｍ　ＦＣ FC Sword 千里丘ＦＣ2nd FC Sword

会場責任者： 和泉ＦＣ　武内　隆司

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

日　時 会場： 久米田中学校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

16:30 東大阪朝鮮 住の江キッズ 相互 Ｂ戦 25分1本

16:00 ＳＣ鶴見橋 久米田ＦＣ 相互 Ｂ戦 25分1本

14:30 東大阪朝鮮 住の江キッズ ＳＣ鶴見橋 久米田ＦＣ ＳＣ鶴見橋

和泉ＦＣ 相互

17:15 久米田ＦＣ 住吉大社ＳＣ 相互 Ｕ－１５ＴＭ

16:15 住吉大社ＳＣ 住の江キッズ 相互

16:45 久米田ＦＣ2nd

久米田ＦＣ

Ｂ戦 25分1本

久米田ＦＣ

住の江キッズ ローカル大会

Ｂ戦 25分1本

15:00 久米田ＦＣ2nd 和泉ＦＣ 住吉大社ＳＣ

13:30 和泉ＦＣ住吉大社ＳＣ 住の江キッズ

25分ハーフ

日　時 会場： 和泉リサイクル環境公園

日　時 会場： 大阪市立鶴見橋中学校

会場責任者： ＳＣ鶴見橋　柳本　大

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

13:00 ＳＣ鶴見橋 住の江キッズ 【3部Ｃ】 【3部Ｃ】 【3部Ｃ】

14:30 Ｔフジタ【3部Ｃ】 ＤＲＥＡＭ【3部Ｃ】 ＳＣ鶴見橋 住の江キッズ ＳＣ鶴見橋

16:00 ＳＣ鶴見橋 住の江キッズ 相互 Ｂ戦 25分1本

16:30 Ｔフジタ【3部Ｃ】 ＤＲＥＡＭ【3部Ｃ】 相互 Ｂ戦 25分1本



9 月 29 日 （日）

－

－

－

－

－

日

－

－

－

－

－

日

－

－

－

－

－

日

－

－

－

－

－

日

－

－

－

－

－

会場責任者：

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

日　時 会場：

会場責任者：

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

日　時 会場：

副審

会場責任者：

試合責任試合時間 対　 　　戦 主審

日　時 会場：

会場責任者：

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

日　時 会場：

会場責任者： 住の江キッズ　山下氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

日　時 会場： 大阪府立咲洲高校

雨天で流れた試合は２９日（日）咲洲高校で行います。ご予定ください



日

－

－

－

－

－

日

－

－

－

－

－

日

－

－

－

－

－

日

－

－

－

－

－

日

－

－

－

－

－

会場責任者：

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

日　時 会場：

副審

会場責任者：

試合責任試合時間 対　 　　戦 主審

日　時 会場：

会場責任者：

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

日　時 会場：

会場責任者：

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

日　時 会場：

副審

会場責任者：

試合責任試合時間 対　 　　戦 主審

日　時 会場：


