
5 月 13 日 （土）

－

－

－

－

＊雨天中止　　グランド代・・・￥1500

5 月 13 日 （土）
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＊グランド代・・・￥9000（ヴィスポ、リベルテ）　￥6000（大阪偕星、スペランツァ、RESC）

5 月 14 日 （日）
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＊学校内に駐車場なし。グランド裏のコインパーキングに駐車してください。雨天中止

＊グランド前の岸城神社駐車場には絶対に停めないでください。

5 月 27 日 （日）

－

－

－

－

＊雨天決行　グランド代・・・￥1400　
＊１ゲーム目はアドバンスリーグです。35‐10‐35のゲームです。

11:30 ヴィスポさやま コノミヤ・スペランツァ 相互 TM 25分1本

11:00 香が丘リベルテ RESC 相互 TM 25分1本

10:30 香が丘リベルテ コノミヤ・スペランツァ 相互 TM 25分1本

9:15 ヴィスポさやま RESC1st リベルテ リベルテ リベルテ

日　時 会場： J-Green堺S6

会場責任者： ヴィスポさやま　林部雅司　０９０－１４４７－６５９９

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

15:45 久米田・生野合同 ピスカリッサ堺 相互 B戦 25分1本

16:00 ヴィトーリア エナージア

会場： とどろみG

会場責任者： ヴィトーリア　福永亜紀　090-4904-2353

対　 　　戦

エナージア クラベリーナ1st

25分1本

クラベリーナ1st フラミンゴFC

ヴィトーリア

主審

2017.4.30

2017.5.01

25分1本

クラベリーナ1st フラミンゴFC14:45

2017.4.25

試合時間

相互

エナージア

副審 試合責任

クラベリーナ1st フラミンゴFC 相互

エナージア

日　時

B戦

13:30

B戦16:30

ヴィトーリア

2016大阪女子U-15ドリームリーグ
リーグ戦試合日程： 更新日時： 2017.4.20 2017.5.09

日　時 会場： 岸和田高校

会場責任者： 久米田FC　前川浩也　090-1905-1905

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

9:30 アイリス住吉 此花SC 久米田FC 久米田FC 久米田FC

11:00 久米田FC アイリス住吉 相互 B戦 25分1本

11:30 久米田FC 此花SC 相互 B戦 25分1本

12:00 久米田FC アイリス住吉 相互 B戦 25分1本

12:30 久米田FC 此花SC 相互 B戦 25分1本

久米田FC 久米田FC 久米田FC13:00 ピスカリッサ堺 パスドゥーロ2nd

14:15 久米田・生野合同 パスドゥーロ2nd 相互 B戦 25分1本

14:45 久米田・生野合同 ピスカリッサ堺 相互 B戦 25分1本

15:15 久米田・生野合同 パスドゥーロ2nd 相互 B戦 25分1本

日　時 会場： 羽曳野中央スポーツ広場

会場責任者： VOLENTE2nd  谷井将太氏　090-9166-2838

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

9:00 VOLENTE2nd 此花SC パスドゥーロ1st パスドゥーロ1st フラミンゴFC

10:30 パスドゥーロ1st フラミンゴFC 此花SC 此花SC VOLENTE2nd

11:45 VOLENTE2nd 此花SC 相互 B戦 25分1本

12:15 パスドゥーロ1st フラミンゴFC 相互 B戦 25分1本

12:00 RESC コノミヤ・スペランツァ 相互 TM 25分1本

12:30 香が丘リベルテ ヴィスポさやま 相互 TM 25分1本

13:00 香が丘リベルテ コノミヤ・スペランツァ 相互 TM 25分1本

13:30 RESC コノミヤ・スペランツァ 相互 TM 25分1本

14:00 大阪偕星学園 ヴィスポさやま 相互 TM 25分1本

14:30 香が丘リベルテ 大阪偕星学園 相互 TM 25分1本

15:00 香が丘リベルテ ヴィスポさやま 相互 TM 25分1本

15:30 大阪偕星学園 ヴィスポさやま 相互 TM 25分1本

16:00 香が丘リベルテ 大阪偕星学園 相互 TM 25分1本

16:30 香が丘リベルテ ヴィスポさやま 相互 TM 25分1本



5 月 27 日 （土）
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－
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－

＊雨天中止
＊各チーム車は5台まで駐車可能。

5 月 28 日 （日）

－

－

－

－

－

＊雨天中止　

＊正門側に駐車禁止。裏門側に駐車お願いします。(各チーム5台まで）
＊テニスコートに進入禁止。
＊1ゲーム目はアドバンスリーグです。35‐10‐35のゲームです。

5 月 28 日 （日）

－

9:30 久米田FC ASGジュニオール 相互 TM 25分ハーフ

16:30 FC Fairies RESC2nd 相互 B戦 20分1本

16:05 FC Fairies クラベリーナ2nd 相互 B戦 20分1本

15:40 FC Fairies RESC2nd 相互 B戦 20分1本

15:15 FC Fairies クラベリーナ2nd 相互 B戦 20分1本

14:00 クラベリーナ2nd RESC2nd FC Fairies FC Fairies FC Fairies

日　時 会場： 新北島中

会場責任者： 新北島中　松田尚之　090-7765-2882

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

日　時 会場： 久米田高校

会場責任者： 久米田FC　前川浩也　090-1905-1905

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

10:45 フィーリア RESC1st 久米田FC 久米田FC 久米田FC

12:00 久米田FC ASGジュニオール 相互 TM 25分ハーフ

13:00 フィーリア RESC1st 相互 B戦 25分ハーフ

14:00 久米田FC ASGジュニオール 相互 TM 25分ハーフ

15:00 久米田・生野合同 ピスカリッサ堺 HEAT HEAT 此花SC

15:00 久米田・生野合同 クラベリーナ2nd フィーリア フィーリア RESC1st

13:30 HEAT 此花SC 久米田FC 久米田FC ピスカリッサ堺

日　時 会場： 久米田中学校

会場責任者： 久米田FC　前川浩也　090-1905-1905

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

16:15 フィーリア RESC1st 相互 B戦 25分1本

16:45 久米田・生野合同 クラベリーナ2nd 相互 B戦 25分1本

16:15 久米田FC 此花SC 相互 B戦 25分1本

16:45 久米田FC HEAT 相互 B戦 25分1本

17:15 久米田・生野合同 ピスカリッサ堺 相互 B戦 25分1本


