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＊雨天中止　　グランド代・・・￥1500

15:45 ヴィトーリア フラミンゴFC フラミンゴFC B戦 25分ハーフ

14:45 ヴィトーリア フィーリア フィーリア B戦 25分ハーフ

13:30 フラミンゴFC フィーリア ヴィトーリア ヴィトーリア ヴィトーリア

日　時 会場： とどろみG

会場責任者： ヴィトーリア　

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

15:00 ヴィスポさやま フィーリア 相互 B戦 25分ハーフ

14:00 ヴィスポさやま ヴィトーリア 相互 B戦 25分ハーフ

13:00 ヴィスポさやま クラベリーナ 相互 B戦 25分ハーフ

12:00 ヴィスポさやま エナージア 相互 B戦 25分ハーフ

10:45 フィーリア ヴィトーリア クラベリーナ クラベリーナ エナージア

9:30 クラベリーナ エナージア フィーリア フィーリア ヴィトーリア

日　時 会場： 狭山高校

会場責任者：

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

15:45 フィーリア パスドゥーロ 相互 TM 30分ハーフ

14:30 RESC パスドゥーロ 相互 TM 30分ハーフ

13:15 ヴィスポさやま フィーリア 相互 TM 30分ハーフ

12:00 RESC パスドゥーロ ヴィスポさやま ヴィスポさやま フィーリア

パスドゥーロ

10:45 ヴィスポさやま フィーリア 相互 TM 30分ハーフ

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

9:30 RESC ヴィスポさやま フィーリア フィーリア

日　時 会場： 万博フラッシュフィールド

会場責任者：

16:00 25分1本

15:00 フラミンゴFC RESC 相互 B戦 25分ハーフ

14:30 25分1本

13:30 25分1本

12:30 チームA golDorado 相互 B戦 25分ハーフ

11:30 チームB MATORIX 相互 B戦 25分ハーフ

＜Bコート＞

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

15:45 MATORIX golDorado 相互 相互 25分ハーフ

14:45 チームA チームB 相互 相互 25分ハーフ

13:30 フラミンゴFC RESC golDorado golDorado MATORIX

12:30 石川県アカデミー チームB 相互 相互 25分ハーフ

11:30 石川県アカデミー チームA 相互 相互 25分ハーフ

10:30 石川県アカデミー golDorado 相互 相互 25分ハーフ

9:30 石川県アカデミー MATORIX 相互 相互 25分ハーフ

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

未定

日　時 会場： 熊取町民G

＜Aコート＞ 会場責任者： MATORIX  

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

未定 エナージア パスドゥーロ 未定 未定

日　時 会場： 熊取町民グランド

＜Aコート＞ 会場責任者：

16:30 フラミンゴFC クラベリーナ 相互 B戦 25分1本

16:00 ヴィスポさやま エナージア 相互 B戦 25分1本

14:45 フラミンゴFC クラベリーナ ヴィスポさやま ヴィスポさやま エナージア

13:30 ヴィスポさやま エナージア クラベリーナ クラベリーナ フラミンゴFC

日　時 会場： 深北緑地G

会場責任者： フラミンゴFC　

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

2018.01.21

2016大阪女子U-15後期ドリームリーグ
リーグ戦試合日程： 更新日時： 2018.01.20


