
部

8 月 24 日

－

－

－

－

8 月 25 日

－

－

－

－

－

－

8 月 31 日

－

－

－

－

＊雨天中止　車は指導者のみ３台まで

9 月 1 日

－

－

－

－

9 月 1 日

－

－

－

－

－

－

11:50 FC Liens 吹田南FC 北河内FC Derru Zona

13:20 FC Liens 吹田南FC

会場： 淀川河川公園鳥飼上Ｇ　　※雨天中止（小雨決行）　　　　

11:10

9:40

会場責任者： 上野さん(吹田南FC)　　　　　　　　　　各チーム　800円

対　 　　戦

相互 Ｂ戦 25分1本

25分1本17:00 久米田ＦＣ2nd 盾津中

日　時

試合時間

アドバンスリーグ大阪　2013
リーグ戦試合日程： D4 ブロック 更新日時： 2013年8月22日

2013年8月28日

2013年8月29日

14:15

15:45

試合時間

日　時

ディアマンテ大阪

FC Liens 盾津中

11:10 Derru Zona 吹田南FC エスペランサ 北河内FC

9:45 久米田ＦＣ2nd

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

9:40 北河内FC エスペランサ

上野さん　（吹田南FC）　　 各チーム　800円

日　時 会場： 淀川河川公園鳥飼上Ｇ　　※雨天中止　　　　

日　時 会場： 東大阪市立盾津中学校　※小雨決行

会場責任者： 弓崎さん（盾津中）

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

13:30 FC Liens 北河内FC エスペランサ 盾津中

15:00 エスペランサ 盾津中 北河内FC FC Liens

16:30 FC Liens 北河内FC 　FC Liens　35分1本

17:10 エスペランサ 盾津中 盾津中   35分1本

12:40 FC Liens 盾津中 Derru Zona 吹田南FC

会場責任者：

14:10 北河内FC エスペランサ 北河内FC　35分1本

14:50 Derru Zona 吹田南FC 吹田南FC　35分1本

15:30 FC Liens 盾津中 　盾津中　35分1本

日　時 会場： 岸和田市立久米田中学校　※雨天中止

会場責任者： 前川さん　（久米田FC）　

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

13:30 3部　Ｔｏｍ　ＦＣ ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ

15:00 4部　久米田ＦＣ2nd 盾津中

ディアマンテ大阪

16:30 Ｔｏｍ　ＦＣ ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ

エスペランサ

盾津中

Ｔｏｍ　ＦＣ ＦＣ　Ｓｗｏｒｄ Ｔｏｍ　ＦＣ

相互 Ｂ戦

久米田ＦＣ2nd久米田ＦＣ2nd

主審 副審 試合責任

北河内FC Derru Zona FC Liens 吹田南FC

北河内FC Derru Zona

吹田南ＦＣ　35分1本

Derru Zona　35分1本

会場： 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

主審 副審 試合責任

ディアマンテ大阪

15:00 ディアマンテ大阪 島田FC 相互審判　20分ハーフ

久米田FC　2nd ディアマンテ　2nd

12:45 ディアマンテ　2nd 盾津中 島田FC 島田FC

盾津/エスペランサ島田FC11:15

ディアマンテ　2nd 盾津中 相互審判　20分ハーフ

久米田ＦＣ2nd エスペランサ 相互審判　20分ハーフ

24・25日雨天中止 



※車は川沿いに各チーム5台まで　マイクロバス可能

9 月 7 日

－

－

－

－

9 月 8 日

－

－

－

9 月 14 日

－

－

－

－

9 月 16 日

－

－

－

－

9 月 16 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 21 日

－

－

－

－

＊雨天中止　車は指導者のみ３台まで

11:30 ディアマンテ大阪 北河内FC

エスペランサ 25分ハーフ

北河内FC　25分ハーフ

9:00 北河内FC エスペランサ 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 エスペランサ

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）　　　　

試合時間 主審 副審 試合責任

日　時 会場： 淀川河川公園木屋元G　　※雨天中止

会場責任者： 上野さん(吹田南FC)　　　　　　　　　　各チーム　800円

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

9:40 FC Liens 盾津中 Derru Zona 吹田南FC

11:10 FC Liens 盾津中 盾津中　35分1本

11:50 Derru Zona 吹田南FC FC Liens 盾津中

吹田南FC 吹田南ＦＣ　35分1本

淀川河川公園木屋元G　　※雨天中止

会場責任者： 上野さん(吹田南FC)　　　　　　　　　　各チーム　800円

試合責任

13:20 Derru Zona 吹田南FC 吹田南ＦＣ　35分1本

16:30 Ｅｒｂａ　2nd FC Liens 25分1本

17:00 久米田ＦＣ2nd ニュウＦＣ 25分1本

15:00 久米田ＦＣ2nd ニュウＦＣ FC Liens

日　時

9:40 FC Liens Derru Zona

久米田ＦＣ2nd

エスペランサ

13:20

日　時

エスペランサ 吹田南FC 吹田南ＦＣ　35分1本

会場：

13:30 Ｅｒｂａ　2nd

13:00 ニュウFC

11:30 ディアマンテ　2nd

試合時間

13:20 Ｅｒｂａ　2nd

Ｅｒｂａ　2nd

ニュウＦＣ

会場責任者： 前川さん　（久米田FC）　

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

FC Liens

エスペランサ

日　時 会場： 岸和田市立久米田中学校　※雨天中止

相互審判　30分ハーフ

14:15 ディアマンテ　2nd Ｅｒｂａ　2nd 相互審判　30分ハーフ

Ｅｒｂａ　2nd

ディアマンテ　2nd

ニュウFC エスペランサ

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

10:00 Ｅｒｂａ　2nd

会場責任者： 出口（ディアマンテ）　　　　　　　　　　各チーム2000円

ニュウFC エスペランサ

日　時 会場： 岸和田市浜工業公園　※雨天決行

会場： 淀川河川公園鳥飼上Ｇ　　※雨天中止（小雨決行）　　　　

会場責任者： 上野さん(吹田南FC)　　　　　　　　　　各チーム　800円

対　 　　戦 主審 副審 試合責任

吹田南FC

FC Liens Derru Zona FC Liens　35分1本

11:50 エスペランサ 吹田南FC Derru Zona FC Liens

11:10

FC Liens エスペランサ Ｅｒｂａ　2nd 吹田南FC

試合時間 対　 　　戦 主審 副審

9:40

FC Liens エスペランサ エスペランサ　35分1本

11:50 Ｅｒｂａ　2nd 吹田南FC FC Liens エスペランサ

11:10



9 月 22 日

－

－

－

9 月 23 日

－

－

－

－

12:30 北河内FC Ｅｒｂａ　2nd 相互審判　20分ハーフ

14:00 ディアマンテ　2nd エスペランサ 相互審判　20分ハーフ

9:30 北河内FC Ｅｒｂａ　2nd エスペランサ ディアマンテ大阪

11:00 ディアマンテ　2nd エスペランサ Ｅｒｂａ　2nd 北河内FC

会場責任者： 出口（ディアマンテ）　

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

太田FC15:30 太田FCFC Liens 北河内FC

FC Liens 盾津中/北河内

12:30 盾津中 エスペランサ ディアマンテ大阪

14:00 ディアマンテ大阪 太田FC エスペランサ

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）　

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

ディアマンテ大阪


