
部

4 月 29 日

－

－

－

－

－

－

5 月 3 日

－

－

－

－

5 月 4 日

－

－

－

－

5 月 11 日

－

－

－

－

5 月 12 日

－

－

－

－20:35(ＴＭ) ジュネッス_2nd ジョイナス 左側審判(21:00まで)

会場： J-GREEN堺【S11】

試合時間 対　 　　戦 審判

18:35(ＴＭ) FC Rio 梶中学校 左側審判(18:55まで)

19:05 ジョイナス ジュネッス_2nd 梶中学校 FC Rio

試合責任

17:10 梶中学校 FC Rio ジョイナス ジュネッス_2nd

試合責任

富田林常盤F.C. ジョイナス

9:15 富田林常盤F.C. ジョイナス リベルタ大阪 高槻松原SC

10:40(ＴＭ) ジョイナス 富田林常盤F.C. 左側審判(11:00まで)

試合時間 対　 　　戦 審判 試合責任

会場責任者： 大辻さん（ジュネッス_2nd）　　会場費：各チーム6,000円

日　時 会場： J-GREEN堺【S10】

日　時 会場： J-GREEN堺【S13】

11:15 リベルタ大阪 高槻松原SC

12:40(ＴＭ)

FC Rio 左側審判(10:55まで)

11:05 高槻松原SC 高石中央FC FC Rio リベルタ大阪

12:35(ＴＭ) 高石中央FC 高槻松原SC 左側審判(12:55まで)

日　時 会場： 鶴見緑地球技場(人工芝)

会場責任者： 中島さん（リベルタ大阪）　　会場費：各チーム4,800円

試合時間

高槻松原SC リベルタ大阪 左側審判(13:00まで)

試合時間

会場責任者： 中島さん（リベルタ大阪）　　会場費：各チーム4,500円

対　 　　戦 審判

9:10 FC Rio リベルタ大阪 高槻松原SC

対　 　　戦 審判 試合責任

高石中央

10:35(ＴＭ) リベルタ大阪

12:00(TM) 富田林常盤F.C. リベルタ大阪

12:30(ＴＭ) リベルタ大阪 FC Rio 左側審判(25分1本)

左側審判(25分1本)

10:00 FC Rio 富田林常盤F.C. リベルタ大阪 リベルタ大阪

11:30(ＴＭ) FC Rio リベルタ大阪 左側審判(25分1本)

日　時 会場： 猪名川サッカー場

会場責任者： 矢田さん（FC Rio）　　会場費：各チーム1,700円

試合時間 対　 　　戦 審判 試合責任

リーグ戦試合日程： A4 ブロック 更新日時： 2013年5月13日

日　時

対　 　　戦

2013年6月12日

2013年5月17日 2013年6月20日

2013年5月29日

2013年5月26日

会場： 淀川河川敷公園海老江G

会場責任者： 中島さん（リベルタ大阪）　　会場費：各チーム1,200円

中野FC

試合責任審判

高石中央FC

11:00(ＴＭ) リベルタ大阪 ジョイナス

9:30 ジョイナス リベルタ大阪

試合時間

左側審判(25分1本)

14:00(ＴＭ) リベルタ大阪 中野FC

ジョイナス

高石中央FC

高石中央FC 中野FC

左側審判(25分1本)

左側審判(25分1本)

リベルタ大阪

13:30(ＴＭ) 高石中央FC ジョイナス 左側審判(25分1本)

13:00(ＴＭ) 中野FC

11:30



5 月 18 日

－

－

－

－

－

－

－

－

－

5 月 25 日

－

－

－

－

6 月 1 日

－

－

－

－

－

－

6 月 2 日

会場費：中野FC7,000円、ジョイナス5,000円

－

－

－

－

－

－

－

6 月 8 日

－

－

日　時 会場： 淀川河川敷公園海老江G

会場責任者： 中島さん（リベルタ大阪）　　会場費：各チーム900円

試合時間 対　 　　戦 審判 試合責任

9:15 リベルタ大阪 富田林常盤F.C. ジュネッス_2nd 高槻松原SC

10:40(ＴＭ) 富田林常盤F.C. リベルタ大阪 左側審判(20分1本)

11:05 ジュネッス_2nd 高槻松原SC リベルタ大阪 富田林常盤F.C.

12:30(ＴＭ) 高槻松原SC ジュネッス_2nd 左側審判(20分1本)

日　時 会場： 鴨公園グラウンド

会場責任者： 沼守さん（高石中央FC）　

試合時間 対　 　　戦 審判 試合責任

会場費：

9:45 梶中学校 ジュネッス_2nd ジョイナス 高石中央FC

11:15 ジュネッス_2nd 梶中学校 左側審判(25分1本)

ジョイナス 高石中央FC 梶中学校 ジュネッス_2nd

13:15

14:55 高石中央FC 梶中学校 左側審判(30分1本)

高石中央FC ジョイナス

左側審判(30分1本)

14:20 梶中学校 ジュネッス_2nd

会場責任者： 中村さん（富田林常盤F.C.）　　会場費：各チーム2,000円

試合時間 対　 　　戦 審判 試合責任

各チーム1,900円(ジョイナス1,500円)

左側審判(25分1本)

13:45 ジュネッス_2nd 高石中央FC

日　時 会場： 富田林市立総合スポーツ公園

左側審判(30分1本)

16:05 高石中央FC ジュネッス_2nd 左側審判(30分1本)

15:30 ジュネッス_2nd 高石中央FC 左側審判(30分1本)

11:45

13:30 中野FC 高槻松原SC 高石中央FC 富田林常盤F.C.

15:00(ＴＭ) 中野FC 高槻松原SC 右側審判(20分1本)

17:30(ＴＭ) 中野FC 高槻松原SC 右側審判(25分1本)

18:00(ＴＭ) 高石中央FC 富田林常盤F.C. 右側審判(25分1本)

15:30 高石中央FC 富田林常盤F.C. 中野FC 高槻松原SC

17:00(ＴＭ) 高石中央FC 富田林常盤F.C. 右側審判(20分1本)

日　時 会場： J-GREEN堺【S8】

会場責任者： 中島さん（リベルタ大阪）　　会場費：各チーム4,500円

試合時間 対　 　　戦 審判 試合責任

15:10 中野FC リベルタ大阪

16:35(ＴＭ) 中野FC リベルタ大阪 右側審判(16:55まで)

4Bブロック

13:15 中野FC リベルタ大阪

14:40(ＴＭ) 右側審判(15:00まで)

4Bブロック

4Bブロック

右側審判(25分1本)

15:15(ＴＭ) 寝屋川５中 リベルタ大阪 右側審判(25分1本)

日　時 会場： 万博大阪サッカーグラウンド

会場責任者： 長谷川さん（amic）

試合時間 対　 　　戦 審判 試合責任

11:15 中野FC ジョイナス amic amic

16:15(ＴＭ) リベルタ大阪 寝屋川５中 右側審判(25分1本)

12:45(ＴＭ) amic 寝屋川５中 審判：前半中野、後半ジョイナス(35分2本)

14:15(ＴＭ) 中野FC 寝屋川５中

14:45(ＴＭ) amic ジョイナス

15:45(ＴＭ) amic 中野FC 右側審判(25分1本)

右側審判(25分1本)



6 月 15 日

－

－

－

－

6 月 15 日

－

－

－

－

6 月 16 日

－

－

6 月 16 日

－

－

6 月 16 日

－

－

6 月 30 日

－

－

6 月 30 日

－

－

日　時 会場： 猪名川南多目的広場

会場責任者： 矢田さん（FC Rio）　　会場費：各チーム700円

試合時間 対　 　　戦 審判 試合責任

9:30 FC Rio 高石中央 高槻松原SC ジョイナス

11:00(ＴＭ) FC Rio 高石中央 右側審判(30分1本)

11:40 高槻松原SC ジョイナス

13:10(ＴＭ) 高槻松原SC ジョイナス 右側審判(30分1本)

FC Rio 高石中央

中村さん（富田林常盤F.C.）　　会場費：各チーム1,500円

試合時間 対　 　　戦 審判 試合責任

日　時 会場： 大阪市立茨田北中学校

11:05 中野FC 富田林常盤F.C.

12:30(ＴＭ) 中野FC 富田林常盤F.C. 右側審判(20分1本)

9:15 中野FC 富田林常盤F.C.

10:40(ＴＭ) 右側審判(20分1本)

日　時 会場： 富田林市立総合スポーツ公園

会場責任者：

会場責任者： 高橋先生

試合時間 対　 　　戦 審判 試合責任

13:30 A.C.Re:Salto 茨田北中学校 FC Rio ジョイナス

A.C.Re:Salto 茨田北中学校

B戦は会場責任者にご相談ください

日　時 会場： 枚方市立招提北中学校

15:00 FC Rio ジョイナス

11:00 大阪今宮FC FC.SHOKITA

B戦は会場責任者にご相談ください

会場責任者： 伊田先生　

試合時間 対　 　　戦 審判 試合責任

9:30 大阪今宮FC FC.SHOKITA

高石中央FC リベルタ大阪FC

高石中央FC リベルタ大阪FC

日　時 会場： 吹田市立第六中学校

会場責任者： 井場先生

試合時間 対　 　　戦 審判 試合責任

13:30 淀FC 吹田６FC 富田林常盤F.C. 高槻松原SC

15:00 富田林常盤F.C. 高槻松原SC 淀FC 吹田６FC

B戦は会場責任者にご相談ください

日　時 会場： 吹田市立第六中学校

会場責任者： 井場先生　

試合時間 対　 　　戦 審判 試合責任

13:30 Suita 3rd 吹田６FC リベルタ大阪FC 梶中学校

会場： 大阪市立茨田北中学校

会場責任者： 高橋先生　

試合時間 対　 　　戦 審判 試合責任

15:00 リベルタ大阪FC 梶中学校 Suita 3rd 吹田６FC

B戦は会場責任者にご相談ください

ザバス・デルタ ゼッセル 2nd

ザバス・デルタ ゼッセル 2nd

ザバス・デルタ ゼッセル 2nd

B戦は会場責任者にご相談ください

※FC.SHOKITAの中体連大会結果により延期の可能性あり

13:30 オーパスワン 茨田北中学校 ジュネッス_2nd 中野FC

15:00 ジュネッス_2nd 中野FC オーパスワン 茨田北中学校

日　時



7 月 6 日

－

－

－

－

7 月 6 日

－

－

7 月 7 日

－

－

7 月 7 日

－

7 月 13 日

－

－

－

7 月 14 日

－

－

7 月 15 日

－

－

中野FC

B戦は会場責任者にご相談ください

高石中央FC 高槻松原SC

試合時間 対　 　　戦 審判

高石中央FC

日　時 会場： 他ブロック会場予定　調整中

会場責任者：

試合時間 対　 　　戦 審判 試合責任

ジョイナス

試合責任

15:30 A.C.Re:Salto ミネヅカーナ ジュネッス_2nd 中野FC

14:00 ジュネッス_2nd 中野FC A.C.Re:Salto ミネヅカーナ

15:30 ジュネッス_2nd 富田林常盤F.C. 淀FC Suita 3rd FC

日　時 会場： 大泉緑地　　雨天利用不可　会場使用料必要

会場責任者： 澁谷さん（A.C.Re:Salto）

試合時間 対　 　　戦 審判 試合責任

14:00 Suita 3rd FC 淀FC ジュネッス_2nd 富田林常盤F.C.

日　時 会場： 吹田市立第三中学校

会場責任者： 濵田先生（suita 3rd fc)　

日　時 会場： 他ブロック会場予定　調整中

会場責任者：

試合時間 対　 　　戦 審判 試合責任

富田林常盤F.C. 中野FC

高石中央FC 高槻松原SC

富田林常盤F.C.

9:00 Suita 3rd FC 大阪今宮FC 高槻松原SC 梶中学校

10:30 高槻松原SC 梶中学校 大阪今宮FC Suita 3rd FC

日　時 会場： 吹田市立第三中学校

会場責任者： 濵田先生（suita 3rd fc)

試合時間 対　 　　戦 審判 試合責任

B戦は会場責任者にご相談ください

日　時 会場： 羽曳野市立峰塚中学校

会場責任者： 小路先生（ミネヅカーナ）　

試合時間 対　 　　戦 審判 試合責任

12:30 ミネヅカーナ 茨田北中学校 富田林常盤F.C. ジョイナス

14:00 富田林常盤F.C. ジョイナス 茨田北中学校 ミネヅカーナ

11:40 高石中央FC ジュネッス_2nd 中野FC FC Rio

13:10(ＴＭ) 高石中央FC ジュネッス_2nd 右側審判(30分1本)

9:30 中野FC FC Rio 高石中央FC ジュネッス_2nd

11:00(ＴＭ) 中野FC FC Rio 右側審判(30分1本)

日　時 会場： 猪名川南多目的広場

会場責任者： 矢田さん（FC Rio）　　会場費：各チーム700円

試合時間 対　 　　戦 審判 試合責任

ジョイナス 高石中央FC



7 月 20 日

－

－

－

－

7 月 21 日

－

－

－

－

7 月 21 日

－

7 月 24 日

－

－

－

－

7 月 27 日

－

－

－

－

－

－

7 月 28 日

－

－

－

－

7 月 31 日

－

－

－

－

11:40 高石中央FC リベルタ大阪FC 高槻松原SC FC Rio

13:10(ＴＭ) 高石中央FC リベルタ大阪FC 右側審判(30分1本)

9:30 高槻松原SC FC Rio 高石中央FC リベルタ大阪FC

11:00(ＴＭ) 高槻松原SC FC Rio 右側審判(30分1本)

日　時 会場： 猪名川南多目的広場

会場責任者： 矢田さん（FC Rio）　　会場費：各チーム700円

試合時間 対　 　　戦 審判 試合責任

日　時 会場： 猪名川南多目的広場

会場責任者： 矢田さん（FC Rio）　　会場費：各チーム700円

試合時間 対　 　　戦 審判 試合責任

9:30 FC Rio ジュネッス_2nd ジョイナス リベルタ大阪FC

11:00(ＴＭ) FC Rio ジュネッス_2nd 右側審判(30分1本)

11:40 ジョイナス リベルタ大阪FC FC Rio ジュネッス_2nd

13:10(ＴＭ) ジョイナス リベルタ大阪FC 右側審判(30分1本)

日　時 会場： 他ブロック会場予定　調整中

会場責任者：

試合時間 対　 　　戦 審判 試合責任

高槻松原SC 中野FC

高槻松原SC 中野FC

日　時 会場： 服部緑地人工芝

会場責任者： 矢田さん（FC Rio）　　会場費：各チーム3,500円

試合時間 対　 　　戦 審判 試合責任

9:30 高石中央FC FC Rio 他ブロック 他ブロック

11:00(ＴＭ) 高石中央FC FC Rio 右側審判(30分1本)

11:40 他ブロック 他ブロック 高石中央FC FC Rio

13:10(ＴＭ) 他ブロック 他ブロック 右側審判(30分1本)

日　時 会場： 守口市立梶中学校

会場責任者： 清水さん(梶中学校）

試合時間 対　 　　戦 審判 試合責任

9:30 リベルタ大阪FC FC Rio 中野FC ジョイナス

11:00 梶中学校 高石中央FC リベルタ大阪FC FC Rio

12:30 中野FC ジョイナス 梶中学校 高石中央FC

14:00(ＴＭ) リベルタ大阪FC FC Rio 右側審判(25分1本)

14:30(ＴＭ) 梶中学校 高石中央FC 右側審判(25分1本)

15:00(ＴＭ) 中野FC ジョイナス 右側審判(25分1本)

日　時 会場： 富田林市立総合スポーツ公園

会場責任者： 中村さん（富田林常盤F.C.）　　会場費：各チーム1,500円

試合時間 対　 　　戦 審判 試合責任

9:15 富田林常盤F.C. 梶中学校 FC Rio 高槻松原SC

10:40(ＴＭ) 富田林常盤F.C. 梶中学校 右側審判(20分1本)

11:05 FC Rio 高槻松原SC 富田林常盤F.C. 梶中学校

12:30(ＴＭ) FC Rio 高槻松原SC 右側審判(20分1本)

日　時 会場： 鴨公園グラウンド

会場責任者： 沼守さん（高石中央FC）　会場費：各チーム1,350円

試合時間 対　 　　戦 審判 試合責任

9:30 リベルタ大阪FC 高石中央FC 梶中学校 中野FC

11:00(ＴＭ) リベルタ大阪FC 高石中央FC 右側審判(30分1本)

11:40 梶中学校 中野FC リベルタ大阪FC 高石中央FC

13:10(ＴＭ) 梶中学校 中野FC 右側審判(30分1本)




