
部

3 月 9 日

－

－

－

－

－

3 月 16 日

－

－

－

－

－

3 月 17 日

－

－

－

－

－

3 月 24 日

－

－

－

－

－

2013.8月21日（水）

アドバンスリーグ大阪 2013

リーグ戦試合日程： 3部 D ブロック 更新日時：

2013.8月4日（土）

14:00 柏原FC 吹田JFC江坂 ディアマンテ大阪 大阪市SS2011 ディアマンテ大阪

日　時 会場： 山直中学校

会場責任者： ディアマンテ大阪　出口氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

2013.6月28日（金） 2013.8月7日（水）

2013.7月5日（金） 2013.8月19日（月）

2013.7月26日（金）

2013.9月3日（火）

15:30 ディアマンテ大阪 大阪市SS2001 柏原FC 吹田JFC江坂 柏原FC

13:45 太田FC RIP ACE 2nd 吹田JFC江坂 大阪市SS2001 吹田JFC江坂

日　時 会場： 吹田総合グランド

会場責任者： 吹田JFC江坂　濱田氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

15:15 吹田JFC江坂 大阪市SS2001 太田FC RIP ACE 2nd 太田FC

9:30 島田FC FC TIAMO交野 東海大仰星中 ディアマンテ大阪 東海大仰星中

日　時 会場： 山直中学校

会場責任者： ディアマンテ大阪　出口氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

12:30 島田FC FC TIAMO交野 TR-M　35分1本

13:10 ディアマンテ大阪 東海大仰星中 TR-M　35分1本

11:00 ディアマンテ大阪 東海大仰星中 島田FC FC TIAMO交野 島田FC

11:00 ディアマンテ大阪 太田FC 大阪市SS2001 FC TIAMO交野 大阪市SS2001

9:30 大阪市SS2001 FC TIAMO交野 ディアマンテ大阪 太田FC ディアマンテ大阪

日　時 会場： 山直中学校

会場責任者： ディマンテ大阪　出口氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

12:30 大阪市SS2001 FC TIAMO交野 TR-M　35分1本

13:10 ディアマンテ大阪 太田FC TR-M　35分1本



3 月 27 日

－

－

－

－

－

3 月 30 日

－

－

－

－

－

3 月 31 日

－

－

－

－

－

4 月 7 日

－

－

－

－

4 月 28 日

－

－

－

－

日　時 会場： 万博協会人工芝G

会場責任者： RIP ACE 2nd　坂下氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

16:15 RIP ACE 2nd 吹田JFC江坂 TR-M　20分1本

16:35 東海大仰星中 島田FC TR-M　20分1本

14:45 東海大仰星中 島田FC 吹田JFC江坂 RIP ACE 2nd 吹田JFC江坂

13:15 RIP ACE 2nd 吹田JFC江坂 東海大仰星中 島田FC 東海大仰星中

9:15 ディアマンテ大阪 島田FC RIP ACE 2nd 柏原FC RIP ACE 2nd

日　時 会場： 万博協会人工芝G

会場責任者： RIP ACE 2nd　坂下氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

12:15 ディアマンテ大阪 島田FC TR-M　20分1本

12:35 柏原FC RIP ACE 2nd TR-M　20分1本

10:45 柏原FC RIP ACE 2nd 島田FC ディアマンテ大阪 島田FC

15:10 大阪狭山SC 守口FC FC TIAMO交野 柏原FC FC TIAMO交野

13:45 柏原FC FC TIAMO交野 大阪狭山SC 守口FC 大阪狭山SC

日　時 会場： 狭山市民総合グランド

会場責任者： 大阪狭山SC　田辺氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

日　時 会場： 布施北高校

会場責任者： 柏田SC-2nd　岩切氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

16:35 大阪狭山SC 守口FC TR-M　25分1本

17:00 柏原FC FC TIAMO交野 TR-M　25分1本

10:30 柏田SC-2nd RIP ACE-2nd FC TIAMO交野 東海大仰星中 FC TIAMO交野

9:00 FC TIAMO交野 東海大仰星中 RIP ACE 2nd 柏田SC-2nd RIP ACE 2nd

9:30 大阪市SS2001 太田FC 島田FC 柏原FC 島田FC

日　時 会場： 山直中学校

会場責任者： ディアマンテ大阪　出口氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

12:30 島田FC 柏原FC 柏田SC-2nd ディアマンテ大阪 柏田SC-2nd

11:00 ディアマンテ大阪 柏田SC-2nd 大阪市SS2001 太田FC 大阪市SS2001

延期

延期

延期



4 月 29 日

－

－

－

－

－

5 月 6 日

－

－

－

－

－

5 月 11 日

－

－

－

－

－

5 月 12 日

－

－

－

－

11:00 柏田SC-2nd 柏原FC 大阪市SS2001 島田FC 大阪市SS2001

9:30 大阪市SS2001 島田FC 柏原FC 柏田SC-2nd 柏原FC

日　時 会場： 布施北高校

会場責任者： 柏田SC-2nd　岩切氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

日　時 会場： J-GREEN堺S6

会場責任者： RIP ACE-2nd　坂下氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

12:30 大阪市SS2001 島田FC TR-M　30分H

13:45 柏田SC-2nd 柏原FC TR-M　30分H

20:10 RIP ACE-2nd 柏田SC-2nd TR-M 20分H

18:40 RIP ACE-2nd 柏田SC-2nd 島田FC 吹田JFC江坂 島田FC

17:10 吹田JFC江坂 島田FC RIP ACE-2nd 柏田SC-2nd RIP ACE-2nd

9:00 太田FC 柏原FC 吹田JFC江坂 ディアマンテ大阪 吹田JFC江坂

日　時 会場： 岸和田市浜工業公園球技広場2

会場責任者： ディアマンテ大阪　出口氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

12:00 太田FC 柏原FC TR-M 25分H

13:00 ディアマンテ大阪 吹田JFC江坂 TR-M 25分H

10:30 ディアマンテ大阪 吹田JFC江坂 太田FC 柏原FC 太田FC

15:00 島田FC RIP ACE-2nd 柏田SC-2nd 東海大仰星中 柏田SC-2nd

13:30 東海大仰星中 柏田SC-2nd 島田FC RIP ACE-2nd 島田FC

日　時 会場： 豊中7中学校

会場責任者： 島田FC　柴氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任



5 月 19 日

－

－

－

－

－

5 月 26 日

－

－

－

－

－

6 月 2 日

－

－

－

－

－

6 月 9 日

－

－

－

－

－

日　時 会場： 山直中学校

会場責任者： ディアマンテ大阪　出口氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

12:00 太田FC 東海大仰星中 柏原FC 大阪市SS2001 柏原FC

10:30 ディアマンテ大阪 島田FC 柏田SC-2nd 吹田JFC江坂 柏田SC-2nd

9:00 柏原FC 大阪市SS2001 太田FC 東海大仰星中 太田FC

日　時 会場： 山直中学校

会場責任者： ディアマンテ大阪　出口氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

13:30 吹田JFC江坂 柏田SC-2nd ディアマンテ大阪 島田FC ディアマンテ大阪

12:00 FC TIAMO交野 柏田SC-2nd TR-M 25分H

13:00 ディアマンテ大阪 RIP ACE-2nd TR-M 25分H

10:30 ディアマンテ大阪 RIP ACE-2nd FC TIAMO交野 柏田SC-2nd FC TIAMO交野

9:00 FC TIAMO交野 柏田SC-2nd RIP ACE-2nd ディアマンテ大阪 RIP ACE-2nd

9:00 和泉FC Tom　FC ディアマンテ大阪 FC TIAMO交野 ディアマンテ大阪

日　時 会場： 山直中学校

会場責任者： ディアマンテ大阪　出口氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

12:00 ディアマンテ大阪 FC TIAMO交野 柏田SC-2nd 大阪市SS2001 柏田SC-2nd

10:30 柏田SC-2nd 大阪市SS2001 和泉FC Tom　FC 和泉FC

9:00 ディアマンテ大阪 柏原FC FC TIAMO交野 吹田JFC江坂 FC TIAMO交野

日　時 会場： 岸和田中央公園岸和田中央公園岸和田中央公園岸和田中央公園　　　　　　　　　※会場代1チーム2400円

会場責任者： ディアマンテ大阪　出口氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

12:00 ディアマンテ大阪 柏原FC TR-M 35分H

13:30 吹田JFC江坂 FC TIAMO交野 TR-M 35分H

10:30 吹田JFC江坂 FC TIAMO交野 ディアマンテ大阪 柏原FC ディアマンテ大阪



6 月 15 日

－

－

－

6 月 22 日

－

－

－

－

－

－

－

－

6 月 29 日

－

－

－

－

－

－

6 月 30 日

－

－

－

－

－

12:20 ディアマンテ大阪 大阪市SS2001 FC TIAMO交野 太田FC 大阪市SS2001

10:50 太田FC FC TIAMO交野 大阪市SS2001 ディアマンテ大阪 FC TIAMO交野

日　時 会場： 岸和田市中央公園Ｇ　　

会場責任者： ディアマンテ大阪　出口氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

12:00 太田FC 吹田JFC江坂 島田FC 柏田SC-2nd

日　時 会場： みなと堺グリーン広場　　　　　　会場費：1チーム1000円

会場責任者： RIP ACE-2nd　坂下氏

16:30 太田FC 吹田JFC江坂 TR-M 25分1本

17:00 RIP ACE-2nd 柏原FC TR-M 25分1本

15:00 柏田SC-2nd 島田FC RIP ACE-2nd 柏原FC RIP ACE-2nd

島田FC

13:30 RIP ACE-2nd 柏原FC 吹田JFC江坂 太田FC 吹田JFC江坂

日　時 会場： みなと堺グリーン広場　　　　　　会場費：1チーム：1000円

会場責任者： RIP ACE-2nd　坂下氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

17:30 柏田SC-2nd 島田FC TR-M 25分1本

18:00 RIP ACE-2nd 希望チーム TR-M 25分1本

17:00 太田FC 柏田SC-2nd TR-M 25分1本

17:30 RIP ACE-2nd 大阪市SS2001 TR-M 25分1本

15:30 RIP ACE-2nd 大阪市SS2001 太田FC 柏田SC-2nd 太田FC

14:00 太田FC 柏田SC-2nd RIP ACE-2nd 大阪市SS2001 RIP ACE-2nd

日　時 会場： 山直中学校

会場責任者： ディアマンテ大阪　出口氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

18:00 RIP ACE-2nd 希望チーム TR-M 25分1本

13:30 盾津中 吹田南FC TR-M 35分1本

14:10 エスペランサ 柏田SC-2nd TR-M 35分1本

ディアマンテ　2nd

12:00 ディアマンテ　2nd エスペランサ 柏田SC-2nd 柏田SC-2nd

9:00 盾津中 吹田南FC ディアマンテ大阪 ディアマンテ大阪

10:30 ディアマンテ大阪 柏田SC-2nd 吹田南FC エスペランサ/盾津中



7 月 6 日

－

－

－

－

－

－

－

7 月 7 日

－

－

－

－

－

7 月 7 日

－

－

－

－

－

7 月 13 日

－

－

－

－

－

12:25 太田FC FC TIAMO交野 TR-M　25分1本

13:00 ショウエイ羽曳野 エルマーノ 太田FC FC TIAMO交野 太田FC

11:00 太田FC FC TIAMO交野 A.C.Sakai 門真沖 A.C.Sakai

日　時 会場： J-GREEN堺S13 　会場費：1チーム：4500円（河野まで）

会場責任者： A.C.Sakai 河野氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

16:25 A.C.Sakai 門真沖 TR-M　25分1本

14:25 ショウエイ羽曳野 エルマーノ TR-M　25分1本

15:00 A.C.Sakai 門真沖 ショウエイ エルマーノ ショウエイ

10:30 ディアマンテ大阪 吹田JFC江坂 柏原FC FC TIAMO交野 柏原FC

9:00 FC TIAMO交野 柏原FC ディアマンテ大阪 吹田JFC江坂 ディアマンテ大阪

日　時 会場： 山直中学校

会場責任者： ディアマンテ大阪　出口氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

日　時 会場： 狭山総合グランド　　　　　　※会場費：1チーム2500円

会場責任者： RIP ACE-2nd　坂下氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

12:00 ディアマンテ大阪 吹田JFC江坂 TR-M 25分1本

12:30 FC TIAMO交野 柏原FC TR-M 25分1本

19:1019:1019:1019:10 RIP ACE-2nd 東海大仰星中 柏田SC-2nd 大阪市SS2001 柏田SC-2nd

17:40 柏田SC-2nd 大阪市SS2001 RIP ACE-2nd 東海大仰星中 RIP ACE-2nd

日　時 会場： みなと堺グリーン広場　　　　※会場費：1チーム1000円

会場責任者： RIP ACE-2nd　坂下氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

12:30 太田FC 島田FC TR-M　25分H

13:30 RIPACE-2nd 柏原FC TR-M　25分H

11:00 RIPACE-2nd 柏原FC 太田FC 島田FC 太田FC

9:30 太田FC 島田FC 柏原FC RIP ACE-2nd 柏原FC



7 月 14 日

－

－

－

－

－

7 月 15 日

－

－

－

－

－

7 月 21 日

－

－

－

－

－

－

7 月 23 日

－

－

－

－

－

17:40 東海大仰星中 大阪市SS2001 吹田JFC江坂 柏田SC-2nd 吹田JFC江坂

日　時 会場： 狭山総合グランド　　　　　※会場費：1チーム2500円

会場責任者： RIP ACE-2nd　坂下氏（柏田SC-2nd　（岩切氏））

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

19:1019:1019:1019:10 吹田JFC江坂 柏田SC-2nd 大阪市SS2001 東海大仰星中 大阪市SS2001

17:1017:1017:1017:10 RIP ACE-2nd FC TIAMO交野 東海大仰星中 吹田JFC江坂 東海大仰星中

日　時 会場： J-GREEN堺S11　　　　　　※会場費：1チーム6000円

会場責任者： RIP ACE-2nd　坂下氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

20:1020:1020:1020:10 RIP ACE-2nd FC TIAMO交野 TR-M　20分1本

20:3020:3020:3020:30 東海大仰星中 吹田JFC江坂 TR-M　20分1本

18:4018:4018:4018:40 東海大仰星中 吹田JFC江坂 FC TIAMO交野 RIP ACE-2nd FC TIAMO交野

9:00 エスペランサ Ｅｒｂａ　2nd ディアマンテ大阪 ディアマンテ大阪

10:30 ディアマンテ大阪 柏原FC FC TIAMO交野 東海大仰星中

日　時 会場： 山直中学校

会場責任者： ディアマンテ大阪　出口氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

14:30 ＦＣ　ＴＩＡＭＯ交野 東海大仰星中 25分1本

日　時 会場： J-GREEN堺S8 　　※会場費：1チーム4500円

13:30 エスペランサ Ｅｒｂａ　2nd 25分1本

14:00 ディアマンテ大阪 柏原ＦＣ 25分1本

FC TIAMO交野

12:00 FC TIAMO交野 東海大仰星中 Ｅｒｂａ　2nd 柏原FC エスペランサ

10:30 島田FC RIP ACE-2nd TR-M　25分1本

11:00 9FC高槻 EXE90 島田FC RIP ACE-2nd 島田FC

9:00 島田FC RIP ACE-2nd 9FC高槻 EXE90 9FC高槻

会場責任者： RIP ACE-2nd　坂下氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

12:30 9FC高槻 EXE90 TR-M　25分1本

延期



7 月 27 日

－

－

－

－

－

7 月 28 日

－

－

－

－

－

－

7 月 28 日

－

－

－

－

－

－

7 月 31 日

－－－－

－

－

－

－

13:30 RESC FC VOLENTE大阪 東海大仰星中 太田FC 東海大仰星中

日　時 会場： 東海大仰星グランド

会場責任者： 東海大仰星中　菊池氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

16:30 RESC FC VOLENTE大阪 TR-M　25分H

17:30 東海大仰星中 太田FC TR-M　25分H

15:00 東海大仰星中 太田FC RESC FC VOLENTE大阪 RESC

9:00 Derru Zona Ｅｒｂａ　2nd ディアマンテ大阪 ディアマンテ大阪

10:30 ディアマンテ大阪 FC TIAMO交野 Derru Zona ニュウFC/Erba 2nd

日　時 会場： 山直中学校

会場責任者： ディアマンテ大阪　出口氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

14:30 FC Liens ニュウFC 25分1本

日　時 会場： 狭山高校

13:30 Derru Zona Ｅｒｂａ　2nd 25分1本

14:00 ディアマンテ大阪 ＦＣ　ＴＩＡＭＯ交野 25分1本

FC Liens

12:00 FC Liens ニュウFC FC TIAMO交野 FC TIAMO交野

11:30 大阪狭山 Ｌａｚｏ 柏原ＦＣ 吹田ＪＦＣ江坂 柏原ＦＣ

10:00 柏原ＦＣ 吹田ＪＦＣ江坂 大阪狭山 Ｌａｚｏ 大阪狭山

会場責任者： 大阪狭山SC　田辺氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

15:00 レオＳＣ グリーンＷ ＴＭ ＴＭ ＴＭ

13:30 レオＳＣ グリーンＷ Ｅｒｂａ 高槻ＦＣ Ｅｒｂａ

13:00 大阪狭山 Ｌａｚｏ ＴＭ ＴＭ ＴＭ

15:00 東海大仰星中東海大仰星中東海大仰星中東海大仰星中 島田FC島田FC島田FC島田FC RESC 近大付属中 RESC

日　時 会場： 服部緑地人工芝　　※会場費：1チーム2800円（末原まで）

会場責任者： RESC　末原氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

15:30 Ｅｒｂａ 高槻ＦＣ グリーンＷ レオＳＣ グリーンＷ

18:25 RESC 近大付属中 TR-M　25分1本

16:30 東海大仰星中 島田FC TR-M　25分1本

17:00 RESC 近大付属中 東海大仰星中 島田FC 東海大仰星中



8 月 3 日

－

－

－

－

－

8 月 4 日

－

－

－

－

－

－

8 月 4 日

－

－

－

－

－

8 月 10 日

－

－

－

－

15:00 島田FC 吹田JFC江坂 東海大仰星中 大阪市SS2001 東海大仰星中

13:30 東海大仰星中 大阪市SS2001 吹田JFC江坂 島田FC 吹田JFC江坂

日　時 会場： 庄内グリーンスポーツセンター

会場責任者： 島田FC　柴氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

16:30

9:00 Ｅｒｂａ　2nd 盾津中 ディアマンテ大阪 ディアマンテ大阪

10:30 ディアマンテ大阪 東海大仰星中 Ｅｒｂａ　2nd 盾津中/北河内FC

日　時 会場： 山直中学校　※雨天決行

会場責任者： ディアマンテ大阪　出口氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

15:30 ディアマンテ　2nd 北河内FC 相互審判　25分ハーフ

日　時 会場： みなと堺グリーン広場　　※会場費1チーム1000円

13:30 Ｅｒｂａ　2nd 盾津中 相互審判　25分ハーフ

14:30 ディアマンテ大阪 東海大仰星中 相互審判　25分ハーフ

ディアマンテ　2nd

12:00 ディアマンテ　2nd 北河内FC 東海大仰星中 東海大仰星中

11:30 柏原FC 柏田SC-2nd 大阪市SS2001 島田FC 大阪市SS2001

10:00 大阪市SS2001 島田FC 柏田SC-2nd 柏原FC 柏田SC-2nd

会場責任者： RIP ACE-2nd　坂下氏（柏田SC-2nd　（岩切氏））

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

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　（ディアマンテ大阪）　　 各チーム　1500円 各チーム　1500円 各チーム　1500円 各チーム　1500円

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

13:00 大阪市SS2001 島田FC TR-M　25分H

14:00 柏原FC 柏田SC-2nd TR-M　25分H

14:00 ジョイナス FC　Rio ジョイナス　25分1本

12:00 ジョイナス FC　Rio 太田FC 吹田JFC江坂

13:30 太田FC 吹田JFC江坂 吹田JFC江坂　25分1本

10:30 太田FC 吹田JFC江坂 FC　Rio ジョイナス/FC　Rio ディアマンテ



8 月 24 日

－

－

－

－

－

8 月 25 日

－

－

－

－

－

8 月 25 日

－

－

－

－

－

8 月 30 日

－

－

－

－

－

日　時 会場： 豊中第7中学校

19:1519:1519:1519:15 島田FC 太田FC 吹田JFC江坂 柏田SC-2nd 吹田JFC江坂

17:4517:4517:4517:45 吹田JFC江坂 柏田SC-2nd 島田FC 太田FC 島田FC

会場責任者： 島田FC　柴氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

11:00 FC TIAMO交野 吹田JFC江坂 明星 Tフジタ 明星

9:30 明星 Tフジタ 吹田JFC江坂 TIAMO交野 吹田JFC江坂

日　時 会場： 明星中学校

会場責任者： 明星中学：小川孝史

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

17:10 柏田SC-2nd RIP ACE-2nd 柏原FC 島田FC 柏原FC

15:40 柏原FC 島田FC RIP ACE-2nd 柏田SC-2nd RIP ACE-2nd

日　時 会場： みなと堺グリーン広場 　※会場費：1チーム500円

会場責任者： RIP ACE-2nd　坂下氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

17:0017:0017:0017:00 東海大仰星中 RIP ACE-2nd TR-M　25分H

18:0018:0018:0018:00 東海大仰星中 RIP ACE-2nd TR-M　25分H

15:3015:3015:3015:30 東海大仰星中 RIP ACE-2nd 桃山学院大学 桃山学院大学 桃山学院大学

日　時 会場： J-GREEN堺S14　※会場費：1チーム14500円

会場責任者： RIP ACE-2nd　坂下氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

延期

延期

延期



8 月 31 日

－

－

－

9 月 1 日

－

－

－

－

－

－

※車は川沿いに各チーム5台まで　マイクロバス可能

9 月 1 日

－

－

－

－

－

9 月 7 日

－

－

－

撤収

15:15 柏田SC-2nd 島田FC 太田FC 大阪市SS2001 太田FC

17:00

会場責任者： 柏田SC-2nd　岩切氏（RIP ACE-2nd 坂下氏）

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

13:45 太田FC 大阪市SS2001 柏田SC-2nd 島田FC 柏田SC-2nd

TR-M　25分1本

日　時 会場： 狭山総合グランド　※会場費：1チーム1000円

17:00 RIP ACE-2nd 希望チーム

14:00 FC TIAMO交野 吹田JFC江坂 RIP ACE-2nd 柏田SC-2nd RIP ACE-2nd

15:30 RIP ACE-2nd 柏田SC-2nd 吹田JFC江坂FC TIAMO交野吹田JFC江坂

日　時 会場： みなと堺グリーン広場　※会場費：1チーム1000円

会場責任者： RIP ACE-2nd　坂下氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

相互審判　20分ハーフ

ディアマンテ大阪エスペランサ

会場： 岸和田市中央公園　※雨天決行岸和田市中央公園　※雨天決行岸和田市中央公園　※雨天決行岸和田市中央公園　※雨天決行

会場責任者： 出口（ディアマンテ）　　　　　　　　　　　各チーム　1600円　各チーム　1600円　各チーム　1600円　各チーム　1600円

久米田ＦＣ2nd

ディアマンテ大阪 島田FC

ディアマンテ　2nd 盾津中

エスペランサ

島田FC

久米田ＦＣ2nd

ディアマンテ大阪

12:4512:4512:4512:45 ディアマンテ　2nd 盾津中

15:0015:0015:0015:00

試合時間

日　時

9:459:459:459:45

11:1511:1511:1511:15

14:1514:1514:1514:15

15:4515:4515:4515:45

相互審判　20分ハーフ

島田FC 島田FC

盾津/エスペランサ

主審 副審 試合責任

ディアマンテ大阪

相互審判　20分ハーフ

久米田FC　2nd ディアマンテ　2nd

日　時 会場： みなと堺グリーン広場　※会場費：1チーム500円

会場責任者： RIP ACE-2nd　坂下氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

13:00 FC TIAMO交野 島田FC 柏田SC-2nd 太田FC 柏田SC-2nd

11:30 太田FC 柏田SC-2nd 柏原FC 東海大仰星中 柏原FC

10:00 柏原FC 東海大仰星中 島田FC FC TIAMO交野 島田FC

14:30 終了



9 月 8 日

－

－

－

－

－

－

9 月 14 日

－

－

－

－

－

9 月 15 日

－

－

－

－

9 月 16 日

－

－

－

－

－

日　時

9:459:459:459:45 大阪市SS2001 吹田JFC江坂

会場責任者： 出口（ディアマンテ）　　　　　　　　　　　各チーム　1900円　各チーム　1900円　各チーム　1900円　各チーム　1900円

会場： 岸和田市中央公園　※雨天決行

RIP　ACE-2ndRIP　ACE-2nd ディアマンテ大阪

主審 副審 試合責任試合時間

11:1511:1511:1511:15 大阪市SS2001 吹田JFC江坂

15:4515:4515:4515:45 久米田FC ディアマンテ大阪 相互審判　25分ハーフ

相互審判　25分ハーフ

相互審判　25分ハーフ

RIP　ACE-2nd

久米田FC RIP　ACE-2nd 相互審判　25分ハーフ

大阪市SS2001

12:4512:4512:4512:45 久米田FC 吹田JFC江坂

13:4513:4513:4513:45 ディアマンテ大阪 大阪市SS2001

14:4514:4514:4514:45

ディアマンテ大阪

13:00 撤収

9:40 柏原FC 東海大仰星中 吹田JFC江坂 柏田SC-2nd 吹田JFC江坂

11:10 柏田SC-2nd 吹田JFC江坂 東海大仰星中 柏原FC 東海大仰星中

柏田SC-2nd　岩切氏（RIP ACE-2nd　坂下氏）

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

15:30 RIP ACE-2nd 太田FC 柏田SC-2nd柏田SC-2nd柏田SC-2nd柏田SC-2nd 東海大仰星東海大仰星東海大仰星東海大仰星 柏田SC-2nd柏田SC-2nd柏田SC-2nd柏田SC-2nd

14:00 柏田SC-2nd柏田SC-2nd柏田SC-2nd柏田SC-2nd 東海大仰星中学校 RIP ACE-2nd 太田FC RIP ACE-2nd

日　時 会場： みなと堺グリーン広場　※会場費：1チーム1000円

会場責任者： RIP ACE-2nd　坂下氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

日　時 会場： J-GREEN堺S11　※会場費：1チーム6000円

会場責任者： RIP ACE-2nd　坂下氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

17:00 RIP ACE-2nd 東海大仰星中学校東海大仰星中学校東海大仰星中学校東海大仰星中学校 TR-M　25分1本

日　時 会場： 狭山総合グランド　※会場費：1チーム1000円

会場責任者：

20:15 RIP ACE-2nd FC TIAMO交野 TR-M　20分1本

20:35 太田FC 柏原FC TR-M　20分1本

18:45 太田FC 柏原FC FC TIAMO交野 RIP ACE-2nd FC TIAMO交野

17:15 RIP ACE-2nd FC TIAMO交野 柏原FC 太田FC 柏原FC



9 月 21 日

－

－

－

－

－

9 月 22 日

－

－

－

－

－

9 月 22 日

－

－

－

－

－

－

－

－

9 月 23 日

－－－－

－－－－

－－－－

－－－－

－

太田FC

12:3012:3012:3012:30 盾津中 エスペランサ ディアマンテ大阪

14:0014:0014:0014:00

FC Liens 北河内FC15:3015:3015:3015:30

ディアマンテ大阪 太田FC エスペランサ盾津中/北河内FC Liens

太田FC

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

日　時 会場： 岸和田市立山直中学校　※雨天決行

会場責任者： 出口（ディアマンテ）　

ディアマンテ大阪

15:00 RIP ACE-2nd 吹田JFC江坂 大阪市SS2001 FC TIAMO交野 大阪市SS2001

日　時 会場： J-GREEN堺S14　※会場費：1チーム4500円

会場責任者： RIP ACE-2nd　坂下氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

18:00 RIP ACE-2nd 吹田JFC江坂 TR-M　25分1本

18:30 大阪市SS2001 FC TIAMO交野 TR-M　25分1本

16:30 大阪市SS2001 FC TIAMO交野 吹田JFC江坂 RIP ACE-2nd 吹田JFC江坂

11:15

FC TIAMO交野 東海大仰星中学校 大阪市SS2001 柏原FC 大阪市SS20019:45

柏原FC 大阪市SS2001 FC TIAMO交野 東海大仰星 FC TIAMO交野

日　時 会場： 庄内グリーンスポーツセンターン　

会場責任者： 島田FC　柴氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

14:45 島田FC

東海大仰星中学校

TR-M　30分1本

15:25

13:25 島田FC

大阪市SS2001

TR-M　30分1本

14:05 島田FC

FC TIAMO交野

TR-M　30分1本

12:45 島田FC

柏原FC

TR-M　30分1本

日　時 会場： 豊中第7中学校

島田FC島田FC島田FC島田FC 太田FC太田FC太田FC太田FC

16:4516:4516:4516:45 柏原FC柏原FC柏原FC柏原FC FC TIAMO交野FC TIAMO交野FC TIAMO交野FC TIAMO交野

15:1515:1515:1515:15 島田FC島田FC島田FC島田FC 太田FC太田FC太田FC太田FC 柏原FC FC TIAMO交野 柏原FC

13:4513:4513:4513:45 柏原FC柏原FC柏原FC柏原FC FC TIAMO交野FC TIAMO交野FC TIAMO交野FC TIAMO交野 太田FC太田FC太田FC太田FC 島田FC島田FC島田FC島田FC

会場責任者： 島田FC　柴氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

TR-M　25分1本

17:1517:1517:1517:15 TR-M　25分1本

太田FC太田FC太田FC太田FC



9 月 28 日

－

－

－

－

－

－

9 月 29 日

－

－－－－

－－－－

－

－

－

－

－

柏田SC-2nd

会場責任者： RIP ACE-2nd　坂下氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

日　時 会場： みなと堺グリーン広場　※会場費：1チーム1000円

15:00 RIP ACE-2nd 吹田JFC江坂 TR-M　30分1本

15:40 RIP ACE-2nd 大阪市SS2001 TR-M　30分1本

13:30 RIP ACE-2nd 大阪市SS2001 東海大仰星 吹田JFC江坂 東海大仰星

12:00 吹田JFC江坂 東海大仰星中学校 RIP ACE-2nd 大阪市SS2001 RIP ACE-2nd

日　時 会場： 庄内グリーンスポーツセンター

会場責任者： 島田FC　柴氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

16:20 RIP ACE-2nd 希望チーム TR-M　30分1本

柏原FC柏原FC柏原FC柏原FC

13:40 島田FC TR-M　30分1本

11:30

FC TIAMO交野FC TIAMO交野FC TIAMO交野FC TIAMO交野 柏田SC-2nd柏田SC-2nd柏田SC-2nd柏田SC-2nd

大阪市SS2001 東海大仰星 大阪市SS2001

10:00 大阪市SS2001 東海大仰星中学校 FC TIAMO交野 柏田SC-2nd FC TIAMO交野

島田FC 柏原FC 島田FC13:00

島田FC島田FC島田FC島田FC

14:20 島田FC

大阪市SS2001

TR-M　30分1本

15:00 FC TIAMO交野

柏原FC

TR-M　30分1本


