
6 月 13 日 （土）

－

－

－

－

－

－

＊車は正門を入って右上の土の駐車場に停めて下さい。各チーム5台までにして下さい。警備員さんの指示に従って下さい。

＊マイクロバスは正門外の土の駐車場へ駐車して下さい。

＊月極駐車場やバスの転回場へは侵入しないでください。

6 月 13 日 （土）

－

－

＊グランド代・・・1000円

6 月 14 日 （日）

－

－

－

－

＊雨天中止  

＊駐車場は正門側には駐車禁止。裏門側に停めて下さい。各チーム5台まで。

6 月 14 日 （日）

－

－

－

－

＊グランドの関係で9人制で行って下さい。

＊グランド代・・・￥2000　

B戦 25分1本

RESC パスドゥーロ パスドゥーロ フラミンゴ

25分ハーフ相互 B戦12:20 フラミンゴFC パスドゥーロG

会場の時間の都合でB戦はできません

試合時間 主審

14:00 久米田FCSafira クラベリーナ 大阪COSMO 大阪COSMO energia

10:00 フラミンゴFC パスドゥーロG mfl filho fc mfl filho fc RESC

11:10 mfl filha fc

クラベリーナ ヴィスポ ヴィスポ 大阪市L

14:45 大阪市レディース ヴィスポさやま 大阪COSMO 大阪COSMO クラベリーナ

15:45 フラミンゴ energia 相互 B戦 25分ハーフ

日　時 会場：

対　 　　戦 主審 副審 試合責任

13:30 大阪COSMO

13:45 久米田FCSafira FCヴィトーリア 相互

鶴見緑地球技場

会場責任者： 大阪市レディース　松浦真也氏　090-3169-0088

試合時間

B戦 25分ハーフ

14:45 セレッソ堺レディース RESC 相互 B戦 25分ハーフ

11:15 セレッソ堺レディース RESC mfl filha fc mfl filha fc energia

12:30 mfl filha fc energia ヴィトーリア ヴィトーリア 久米田FC

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

10:00 久米田FCSafira FCヴィトーリア セレッソ セレッソ RESC

2015.05.25

2015.05.28

日　時 会場： 関西医療大学・人工芝G

会場責任者： 久米田FC　前川浩也　090-1905-2570

2015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： 2015.05.20 

2015.05.20 

17:00 大阪COSMO energia 相互 B戦 25分1本

日　時 会場： 岸和田市立久米田中学校

会場責任者： 久米田FC　前川浩也　090-1905-2570

対　 　　戦 副審 試合責任

15:15 大阪COSMO energia クラベリーナ クラベリーナ 久米田FC

16:30 久米田FCSafira クラベリーナ 相互

日　時 会場： 大阪桐蔭高校

会場責任者： FCフラミンゴ　上原洋一氏　090-1158-7810

対　 　　戦試合時間 主審 副審 試合責任

13:30 mfl filha fc FCヴィトーリア 相互 B戦 25分ハーフ



6 月 20 日 （土）

－

－

＊グランド代・・・1000円

6 月 27 日 （土）

－

－

－

－

－

－

＊雨天中止  

＊駐車場は正門側には駐車禁止。裏門側に停めて下さい。各チーム5台まで。

6 月 28 日 （日）

－

－

－

－

－

－

＊雨天決行

＊グランド代・・・6000円

スペランツァ 相互 B戦

B戦 25分ハーフ

15:30 フラミンゴFC ヴィスポさやま 相互

試合時間 主審 副審 試合責任

会場責任者：

mfl filha fc

試合責任

セレッソ

25分ハーフ

25分ハーフ

25分ハーフ

久米田FC　前川浩也　090-1905-2570

パスドゥーロG 相互 B戦

久米田FC

主審 副審対　 　　戦

14:45 FCヴィトーリア FCヴィトーリア大阪市レディース スペランツァ

日　時 会場： 鶴見緑地球技場

9:30 セレッソ堺レディース

日　時

日　時

会場責任者：

試合時間

セレッソ堺レディース

試合時間 主審 副審

13:00 FCヴィトーリア mfl filha fc スペランツァ スペランツァ 大阪市L

会場責任者： 大阪市レディース　松浦真也氏　090-3169-0088

対　 　　戦 試合責任

B戦

会場の時間の都合でB戦はできません

会場：

久米田FCSafira スペランツァ パスドゥーロG パスドゥーロG

岸和田市立久米田中学校

パスドゥーロG スペランツァ スペランツァ

12:00 セレッソ堺レディース パスドゥーロG 相互 B戦

10:45

14:00

13:00

25分ハーフ

久米田FCSafira

会場： とどろみG

15:00 久米田FCSafira スペランツァ 相互

FCヴィトーリア　福永亜紀氏　090-4904-2353

対　 　　戦

10:00 FCヴィトーリア energia ヴィスポ ヴィスポ フラミンゴ

11:15 フラミンゴFC ヴィスポさやま energia energia ヴィトーリア

25分ハーフ

25分ハーフ

FCヴィトーリア energia 相互 B戦 25分ハーフ

B戦

14:30

12:30 FCヴィトーリア energia 相互 B戦

13:30 フラミンゴFC ヴィスポさやま 相互









7 月 4 日 （土）

－

－

－

－

－

－

＊雨天決行

＊1試合目は男子チームアドバンスリーグ4部です。試合時間は35‐10‐35

＊主審は有資格者、副審は選手で構いません。

7 月 11 日 （土）

－

－

－

－

－

－

－

＊車は正門を入って右上の土の駐車場に停めて下さい。各チーム5台までにして下さい。警備員さんの指示に従って下さい。

＊マイクロバスは正門外の土の駐車場へ駐車して下さい。

＊月極駐車場やバスの転回場へは侵入しないでください。

＊青色網掛けは男子アドバンスリーグです。

7 月 11 日 （土）

－

－

＊グランド代・・・1000円/１チーム

7 月 12 日 （日）

－

－

－

2015.07.07 

2015.07.13

2015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： 2015.06.21

日　時 会場： 高槻市立第9中学校

会場責任者： ９FC高槻　小畑雄祐氏　090-1954-7424 

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

11:00 mfl filha fc スペランツァ マトリックス マトリックス ９ＦＣ高槻

9:30 ９FC高槻 マトリックス スペランツァ スペランツァ mfl filha fc

13:15 mfl filha fc スペランツァ 相互 B戦 25分ハーフ

12:15 ９FC高槻 マトリックス 相互 B戦 25分ハーフ

15:15 mfl filha fc スペランツァ 相互 B戦 25分ハーフ

14:15 ９FC高槻 マトリックス 相互 B戦 25分ハーフ

日　時 会場： 関西医療大学・人工芝G

会場責任者： 久米田FC　前川浩也　090-1905-2570

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

11:00 ３部Ｃブロック ３部Ｃブロック 久米田ＦＣ ＦＣマレッサ 久米田ＦＣ

9:30 久米田FC ＦＣマレッサ ３Ｃ ３Ｃ ３Ｃ

13:30 ３部Ｃブロック ３部Ｃブロック 相互 B戦 25分ハーフ

12:30 久米田ＦＣ ＦＣマレッサ 相互 B戦 25分ハーフ

15:45 mfl filha fc ヴィスポさやま ＲＥＳＣ ＲＥＳＣ 久米田FCＳａｆｉｒａ

14:30 久米田FCSafira ＲＥＳＣ ヴィスポさやま ヴィスポさやま mfl filha fc

17:30 mfl filha fc ヴィスポさやま 相互 B戦 25分ハーフ

16:30 久米田FCSafira ＲＥＳＣ 相互 B戦 25分ハーフ

日　時 会場： 大正千島Ｇ

会場責任者： 大阪市レディース　松浦真也氏　090-3169-0088

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

14:45 大阪市レディース セレッソ堺レディース ＫＩＹＯ＆ＥＳＢ ＫＩＹＯ＆ＥＳＢ クラベリーナ

13:30 クラベリーナ ＫＩＹＯ＆ＥＳＢ セレッソ堺 セレッソ堺 大阪市Ｌ

会場責任者： ヴィスポさやま　林部雅司氏　090-1447-6599

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

会場の時間の都合でB戦はできません

日　時 会場： 狭山高校

11:15 パスドゥーロＧ クラベリーナ 大阪ＣＯＳＭＯ大阪ＣＯＳＭＯ ヴィスポさやま

10:00 ヴィスポさやま 大阪ＣＯＳＭＯ パスドゥーロ パスドゥーロ クラベリーナ

12:30 ヴィスポさやま 大阪ＣＯＳＭＯ 相互 B戦 25分ハーフ



－

－

－

7 月 18 日 （土）

－

－

－

－

＊グランド代・・・4500円／１チーム

7 月 19 日 （日）

－

－

－

－

＊雨天中止  

＊駐車場は正門側には駐車禁止。裏門側に停めて下さい。各チーム5台まで。

7 月 25 日 （土）

－

－

－

－

－

－

－

－

－

＊グランド代・・・￥１５００　　無料駐車場あり、マイクロ駐車可　小雨決行

＊９：３０～は男子アドバンスリーグです。主審、副審共に有資格者の大人でお願いします。

13:30 パスドゥーロＧ クラベリーナ 相互 B戦 25分ハーフ

15:00 パスドゥーロＧ クラベリーナ 相互 B戦 25分1本

14:30 ヴィスポさやま 大阪ＣＯＳＭＯ 相互 B戦 25分1本

日　時 会場： 舞洲東運動広場(天然芝G）

会場責任者： 大阪市レディース　松浦真也氏　090-3169-0088

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

13:15 大阪市レディース 大阪ＣＯＳＭＯ フラミンゴＦＣ フラミンゴＦＣ energia

12:00 フラミンゴＦＣ energia 大阪COSMO 大阪COSMO 大阪市L

15:30 大阪市レディース 大阪ＣＯＳＭＯ 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

14:30 フラミンゴＦＣ energia 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

日　時 会場： 岸和田市立久米田中学校

会場責任者： 久米田FC　前川浩也　090-1905-2570

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

14:45 久米田FCSafira energia パスドゥーロＧ パスドゥーロＧ ＫＩＹＯ＆ＥＳＢ

13:30 ＫＩＹＯ＆ＥＳＢ パスドゥーロＧ energia energia 久米田FCSafira

16:45 久米田FCSafira energia 相互 B戦 20分ハーフ

16:00 ＫＩＹＯ＆ＥＳＢ パスドゥーロＧ 相互 B戦 20分ハーフ

9:30 久米田FC ニュウFC フラミンゴ スペランツァ/貝塚1 貝塚1

日　時 会場： 岸和田浜工業公園G

会場責任者： 久米田FC　前川浩也　090-1905-2570

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

12:00 貝塚１中 ニュウFC 相互 B戦 25分ハーフ

11:00 スペランツァ フラミンゴＦＣ 久米田FC 久米田FC選手 ニュウFC

13:30 久米田FCＳａｆｉｒａ スペランツァ 相互 B戦 25分1本

13:00 久米田FCＳａｆｉｒａ フラミンゴＦＣ 相互 B戦 25分1本

15:00 久米田FCＳａｆｉｒａ フラミンゴＦＣ 相互 B戦 25分1本

14:00 久米田FC 貝塚１中 相互 B戦 25分ハーフ

16:00 久米田FC 貝塚１中 相互 B戦 25分1本

15:30 久米田FCＳａｆｉｒａ スペランツァ 相互 B戦 25分1本



  

＊車は正門を入って右上の土の駐車場に停めて下さい。各チーム5台までにして下さい。警備員さんの指示に従って下さい。



8 月 2 日 （日）

－

－

－

－

－

－

＊グランド代・・・￥１５００　　無料駐車場あり、マイクロ駐車可　小雨決行

8 月 8 日 （日）

－

－

－

－

＊雨天決行

＊グランド代・・・6000円

8 月 9 日 （日）

－

－

－

－

－

－

＊小雨決行

8 月 15 日 （土）

－

－

－

－

－

＊グランド代・・・￥２５００　　有料駐車場あり、マイクロ駐車可　小雨決行

2015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： 2015.07.20

2015.07.21

日　時 会場： 岸和田浜工業公園G

会場責任者： 久米田FC　前川浩也　090-1905-2570

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

12:15 ＫＩＹＯ＆ＥＳＢ energia フラミンゴFC フラミンゴFC 久米田FC

13:30 久米田FCＳａｆｉｒａ フラミンゴＦＣ パスドゥーロＧ パスドゥーロＧ 大阪ＣＯＳＭＯ

14:45 大阪ＣＯＳＭＯ パスドゥーロＧ energia energia ＫＩＹＯ＆ＥＳＢ

16:00 ＫＩＹＯ＆ＥＳＢ energia 相互 B戦 20分ハーフ

16:45 久米田FCSafira フラミンゴＦＣ 相互 B戦 20分ハーフ

17:30 大阪ＣＯＳＭＯ パスドゥーロＧ 相互 B戦 20分ハーフ

日　時 会場： とどろみG

会場責任者： FCヴィトーリア　福永亜紀氏　090-4904-2353

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

13:30 FCヴィトーリア パスドゥーロＧ ＲＥＳＣ ＲＥＳＣ ヴィスポさやま

14:45 ＲＥＳＣ ヴィスポさやま パスドゥーロＧ パスドゥーロＧ FCヴィトーリア

16:00 FCヴィトーリア パスドゥーロＧ 相互 B戦 25分ハーフ

17:00 ＲＥＳＣ ヴィスポさやま 相互 B戦 25分ハーフ

日　時 会場： 守口市淀川河川敷運動広場

会場責任者： mfl filha fc　土橋国治　090-3826-3172

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

10:00 mfl filha fc 大阪ＣＯＳＭＯ ヴィスポさやま ヴィスポさやま ＫＩＹＯ＆ＥＳＢ

11:15 ＫＩＹＯ＆ＥＳＢ ヴィスポさやま 大阪ＣＯＳＭＯ 大阪ＣＯＳＭＯ mfl filha fc

12:30 mfl filha fc 大阪ＣＯＳＭＯ 相互 B戦 25分ハーフ

13:30 ＫＩＹＯ＆ＥＳＢ ヴィスポさやま 相互 B戦 25分ハーフ

14:40 mfl filha fc 大阪ＣＯＳＭＯ 相互 B戦 25分ハーフ

15:30 ＫＩＹＯ＆ＥＳＢ ヴィスポさやま 相互 B戦 25分ハーフ

日　時 会場： 岸和田中央公園スポーツ広場

会場責任者： 久米田FC　前川浩也　090-1905-2570

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

9:30 セレッソ堺レディース energia 久米田ＦＣ 久米田ＦＣ 久米田ＦＣ

10:45 久米田FCＳａｆｉｒａ セレッソ堺レディース 相互 B戦 25分1本

11:15 久米田FCＳａｆｉｒａ energia 相互 B戦 25分1本

12:15 久米田FCＳａｆｉｒａ セレッソ堺レディース 相互 B戦 25分1本

12:45 久米田FCＳａｆｉｒａ energia 相互 B戦 25分1本



8 月 29 日 （日）

－

－

－

－

＊グランド代・・・￥２０００　　無料駐車場あり、マイクロ駐車可　小雨決行

8 月 30 日 （日）

－

－

－

－

＊グランド代・・・￥750　雨天決行

＊8人制　少年用ゴール

日　時 会場： 岸和田浜工業公園G

会場責任者： 久米田FC　前川浩也　090-1905-2570

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

15:00 mfl filha fc パスドゥーロＧ セレッソ堺 セレッソ堺 久米田ＦＣ

16:15 久米田FCＳａｆｉｒａ セレッソ堺レディース mfl filha fc mfl filha fc パスドゥーロ

17:30 mfl filha fc パスドゥーロＧ 相互 B戦 25分１本

18:00 久米田FCＳａｆｉｒａ セレッソ堺レディース 相互 B戦 25分１本

日　時 会場： 桑原ふれあい運動広場人工芝運動場

会場責任者： ＫＩＹＯ＆ＥＳＢ　柿原光宏　090-3488-6602

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

15:10 ＫＩＹＯ＆ＥＳＢ mfl filha fc 大阪ＣＯＳＭＯ大阪ＣＯＳＭＯ フラミンゴＦＣ

16:25 大阪ＣＯＳＭＯ フラミンゴＦＣ mfl filha fc mfl filha fc ＫＩＹＯ＆ＥＳＢ

17:40 ＫＩＹＯ＆ＥＳＢ mfl filha fc 相互 B戦 15分ハーフ

18:20 大阪ＣＯＳＭＯ フラミンゴＦＣ 相互 B戦 15分ハーフ



9 月 12 日 （土）

－

－

－

－

＊グランド代・・・￥4000　　有料駐車場あり（￥300）

＊第1試合はアドバンスリーグU15です。主審は有資格者、副審は選手（無資格）で結構です

9 月 12 日 （土）

－

－

＊グランド代・・・なし　会場の関係でB戦はありません。

9 月 13 日 （日）

－

－

－

－

＊グランド代・・・￥１５００　　無料駐車場あり、マイクロ駐車可　小雨決行

9 月 21 日 （月）

－

－

－

－

－

－

＊グランド代・・・￥１５００　　無料駐車場あり、マイクロ駐車可　小雨決行

＊2ゲーム目はアドバンスU15リーグ。35分ハーフ

9 月 22 日 （火）

－

－

2015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： 2015.08.22

試合責任

2015.08.23

2015.08.24

ヴィトーリア

日　時 会場： いずみスポーツヴィレッジ

会場責任者： FC岸和田　河内賢一氏　090-1228-4956

試合時間 対　 　　戦 主審 副審

12:20

9:00 ＦＣ岸和田 久米田FC セレッソ大阪堺セレッソ大阪堺

B戦

セレッソ大阪堺レディース ヴィトーリア 相互

30分1本

10:30 セレッソ大阪堺レディース ヴィトーリア 久米田FC 久米田FC FC岸和田

B戦 30分1本

energia

副審 試合責任

クラベリーナ東住吉 energia

14:45 大阪市レディース RESC クラベリーナ クラベリーナ

試合時間

会場責任者： 久米田FC　前川浩也　090-1905-2570

会場： 岸和田浜工業公園G日　時

対　 　　戦 主審 副審 試合責任

11:15 フラミンゴFC フラミンゴFC energia久米田FCＳａｆｉｒａ パスドゥーロＧ

12:30 フラミンゴFC energia 相互 B戦 25分１本

日　時 会場： 岸和田浜工業公園G

13:00 久米田FCＳａｆｉｒａ パスドゥーロＧ 相互 B戦 25分１本

10:00

12:45 相互 B戦 20分ハーフ

会場責任者： 久米田FC　前川浩也　090-1905-2570

試合時間 対　 　　戦 主審

13:35 久米田FCSafira KIYO＆ESB 相互 B戦 20分ハーフ

14:25 久米田FC 大阪セントラル2nd 相互 B戦 25分ハーフ

日　時

15:45 久米田FC JSCSAKAI 相互 B戦

10:00 ＭＡＴＯＲＩＸ ＭＡＴＯＲＩＸ ＦＣ　Ｌａｚｏ2nd

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

久米田FC

11:30 ＭＡＴＯＲＩＸ ＦＣ　Ｌａｚｏ2nd エルマーノ2nd エルマーノ2nd 久米田FC

日　時 会場： 淀川河川公園赤川グランド

会場責任者： 大阪市レディース　松浦真也氏　090-3169-0088

11:45 ＦＣ岸和田 久米田FC 相互

13:30 RESC RESC 大阪市L

試合時間 対　 　　戦 主審

10:00 フラミンゴFC energia パスドゥーロ パスドゥーロ 久米田ＦＣ

副審 試合責任

KIYO＆ESB ヴィトーリア JSCSAKAI JSCSAKAI選手 JSCSAKAI

11:15 JSCSAKAI 大阪セントラル2nd 久米田FCSafira ヴィトーリア/KIYO&ESB 久米田FCSafira

久米田FCSafira ヴィトーリア

会場： 岸和田浜工業公園G

会場責任者： 久米田FC　前川浩也　090-1905-2570

25分ハーフ

エルマーノ2nd



－

－

－

－

－

＊グランド代・・・￥１５００　　無料駐車場あり、マイクロ駐車可　小雨決行
＊黄色網掛けは大阪アドバンスリーグです。

9 月 23 日 （水）

－

－

－

－

＊グランド代・・・未定

9 月 26 日 （土）

－

－

－

－

－

－

＊グランド代・・・￥１５００　　無料駐車場あり、マイクロ駐車可　小雨決行

12:45 RESC energia 相互 B戦 20分ハーフ

25分1本

13:00 久米田FC エルマーノ2nd 相互 B戦 25分1本

ＦＣ　Ｌａｚｏ2nd 相互 B戦

25分ハーフ

14:00 大阪市レディース mfl filha fc 久米田FC 久米田FC 久米田FC

25分1本

会場責任者： 大阪市レディース　松浦真也氏　090-3169-0088

日　時 会場： 淀川河川公園海老江グランド

15:45 久米田FC 大阪市レディース 相互 TM

KIYO＆ESB KIYO＆ESB 大阪市L

試合時間 主審 副審 試合責任対　 　　戦

13:30 ヴィスポさやま

ヴィスポさやま ヴィトーリア

15:15 大阪市レディース mfl filha fc 相互 B戦

13:30 ＭＡＴＯＲＩＸ

ヴィトーリア

16:00 ヴィスポさやま ヴィトーリア 相互 Ｂ戦

14:45 大阪市レディース KIYO＆ESB ヴィスポさやま

25分ハーフ

16:30 大阪市レディース KIYO＆ESB 相互 Ｂ戦 25分ハーフ

日　時 会場： 岸和田浜工業公園G

会場責任者： 久米田FC　前川浩也　090-1905-2570

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

10:15 RESC energia mfl filha fc mfl filha fc 久米田FCSafira

11:30 久米田FCSafira mfl filha fc クラベリーナ クラベリーナ スペランツァ

13:35 クラベリーナ東住吉 スペランツァ RESC RESC energia

14:50 久米田FCSafira mfl filha fc 相互 B戦 20分ハーフ

15:40 クラベリーナ東住吉 スペランツァ 相互 B戦 20分ハーフ



10 月 3 日 （土）

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

＊グランド代・・・￥1500　雨天中止　無料駐車場あり（各チーム6台まで）マイクロバスOK

10 月 4 日 （日）

－

－

－

－

－

＊グランド代・・・￥１５００　　有料駐車場あり、マイクロ駐車可　小雨決行
＊第1試合はフューチャーリーグU13です。25分ハーフ。主審は有資格者、副審は選手で結構です。

10 月 10 日 （土）

－

－

－

－

－

－

－

－

＊校内、向いの岸城神社に駐車禁止。グランド付近のコインパーキングに駐車ください。

10 月 10 日 （土）

－

2015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： 2015.09.17

2015.09.19

2015.09.29 

日　時 会場： 春木運動広場

会場責任者： 久米田FC　前川浩也　090-1905-2570

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

9:30 セレッソ大阪堺レディース スペランツァ 久米田FCSafira 久米田FCSafira 久米田FCSafira

10:45 久米田FCSafira セレッソ大阪堺レディース 相互 B戦 25分1本

11:15 久米田FCSafira スペランツァ 相互 B戦 25分1本

11:45 セレッソ大阪堺レディース スペランツァ 相互 B戦 25分1本

12:15 久米田FCSafira セレッソ大阪堺レディース 相互 B戦 25分1本

12:45 久米田FCSafira スペランツァ 相互 B戦 25分1本

13:30 ヴィトーリア クラベリーナ東住吉 久米田FCSafira 久米田FCSafira 久米田FCSafira

14:45 久米田FCSafira ヴィトーリア 相互 B戦 25分1本

15:15 久米田FCSafira クラベリーナ東住吉 相互 B戦 25分1本

15:45 ヴィトーリア クラベリーナ東住吉 相互 B戦 25分1本

日　時 会場： 岸和田中央公園G

会場責任者： 久米田FC　前川浩也　090-1905-2570

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

10:00 久米田FCU13 ゼッセル熊取 KIYO＆ESB KIYO＆ESB 久米田FCSafira

11:00 久米田FCSafira KIYO＆ESB ゼッセル熊取 ゼッセル熊取 久米田FCU13

12:15 SW泉州FC ゼッセル熊取 相互 B戦 25分ハーフ

13:15 久米田FCSafira KIYO＆ESB 相互 B戦 25分ハーフ

14:15 久米田FCU13 ゼッセル熊取 相互 B戦 25分1本

日　時 会場： 岸和田高校

会場責任者： 久米田FC　前川浩也　090-1905-2570

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

9:30 セレッソ大阪堺レディース ヴィスポさやま 久米田FCSafira 久米田FCSafira 久米田FCSafira

10:30 久米田FCSafira セレッソ大阪堺レディース 相互 B戦 25分1本

11:00 久米田FCSafira ヴィスポさやま 相互 B戦 25分1本

久米田FCSafira 久米田FCSafira 久米田FCSafira

11:30 セレッソ大阪堺レディース ヴィスポさやま 相互 B戦 25分1本

13:15 久米田FCSafira パスドゥーロＧ 相互 B戦 25分1本

12:00 energia パスドゥーロＧ

13:45 久米田FCSafira energia 相互 B戦 25分1本

14:15 パスドゥーロＧ energia 相互 B戦 25分1本

日　時 会場： 岸和田中央公園G

会場責任者： 久米田FC　前川浩也　090-1905-2570

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

10:30 フラミンゴFC ヴィトーリア 久米田FC 久米田FC 久米田FC



－

－

－

－

＊グランド代・・・￥１５００　　有料駐車場あり、マイクロ駐車可　小雨決行

10 月 18 日 （日）

－

－

－

－

－

－

－

＊駐車場は正門側には駐車禁止。裏門側に停めて下さい。各チーム5台まで。

10 月 24 日 （土）

－

－

＊１６：００～１７：００のB戦は会場責任者にご連絡ください。  

＊雨天中止  

＊グランド代・・・なし

10 月 31 日 （土）

－

－

－

－

＊校内、向いの岸城神社に駐車禁止。グランド付近のコインパーキングに駐車ください。
＊第2試合はフューチャーリーグU13です。25分ハーフ。

10 月 31 日 （土）

－

－

＊１６：００～１７：００のB戦は会場責任者にご連絡ください。  
＊雨天中止  
＊グランド代・・・なし

15:45 久米田FCU15 大阪市レディースU18 相互 B戦 30分ハーフ

14:45 フラミンゴFC mfl filha fc 相互 B戦 25分ハーフ

13:45 久米田FCSafira 大阪市レディース 相互 B戦 25分ハーフ

12:45 スペランツァ KIYO＆ESB 相互 B戦 25分ハーフ

11:30 フラミンゴFC mfl filha fc KIYO＆ESB KIYO＆ESB スペランツァ

10:15 久米田FCSafira 大阪市レディース mfl filha fc mfl filha fc フラミンゴFC

9:00 スペランツァ KIYO＆ESB 大阪市レディース 大阪市レディース 久米田FCSafira

日　時 会場： 岸和田市立久米田中学校

会場責任者： 久米田FC　前川浩也　090-1905-2570

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

11:45 久米田FC ディアマンテ 相互 TM 25分ハーフ

12:45 フラミンゴFC ヴィトーリア 相互 B戦 25分ハーフ

13:45 久米田FC ディアマンテ 相互 TM 25分ハーフ

14:45 久米田FC ディアマンテ 相互 TM 25分ハーフ

日　時 会場： 淀川河川公園海老江グランド

会場責任者： 大阪市レディース　松浦真也氏　090-3169-0088

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

13:30 RESC 大阪COSMO フラミンゴFC フラミンゴFC 大阪市L

14:45 大阪市レディース フラミンゴFC RESC RESC 大阪COSMO

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

日　時 会場： 岸和田高校

会場責任者： 久米田FC　前川浩也　090-1905-2570

ヴィスポさやま ヴィスポさやま スペランツァ

門真沖SC 門真沖SC 久米田ＦＣ9:00 ヴィスポさやま スペランツァ

11:15 ヴィスポさやま スペランツァ

10:15 久米田ＦＣ 門真沖SC

相互 B戦 25分1本

11:45 久米田ＦＣ 門真沖SC 相互 B戦 25分1本

日　時 会場： 淀川河川公園海老江グランド

会場責任者： 大阪市レディース　松浦真也氏　090-3169-0088

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

13:30 RESC パスドゥーロG ヴィトーリア ヴィトーリア 大阪市L

14:45 大阪市レディース ヴィトーリア パスドゥーロG パスドゥーロG RESC



11 月 3 日 （火）

－

－

－

－

－

＊車は各チーム7台まで。雨天中止

11 月 14 日 （土）

－

－

＊１６：００～１７：００のB戦は会場責任者にご連絡ください。  

＊雨天中止  

11 月 15 日 （日）

－

－

－

－

－

－

11 月 22 日 （日）

－

－

－

－

－

－

＊駐車場は正門側には駐車禁止。裏門側に停めて下さい。各チーム5台まで。

＊テニスコートにスパイクで入らないようにしてください。

2015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： 2015.10.20

2015.10.21

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

日　時 会場： 葛城運動広場

フラミンゴFC RESC 門真沖SC 門真沖SC レオSC

レオSC RESC フラミンゴFC フラミンゴFC9:30 門真沖SC

11:45 久米田ＦＣ レオSC 相互 B戦 25分1本

10:30

12:15 久米田ＦＣ 門真沖SC 相互 B戦 25分1本

12:45 フラミンゴFC RESC 相互 B戦 25分1本

日　時 会場： 淀川河川公園赤川グランド

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

13:30 セレッソ大阪堺レディース mfl filha fc energia energia 大阪市L

対　 　　戦 主審 副審 試合責任

14:45 大阪市レディース energia セレッソ大阪堺レディース セレッソ大阪堺レディース mfl filha fc

KIYO＆ESB クラベリーナ東住吉 クラベリーナ東住吉 ヴィスポさやま

日　時 会場： 狭山高校

試合時間

11:15 ヴィスポさやま クラベリーナ東住吉 大阪ＣＯＳＭＯ 大阪ＣＯＳＭＯ セレッソ堺レディース

10:00 RESC

12:30 セレッソ大阪堺レディース 大阪ＣＯＳＭＯ RESC RESC KIYO＆ESB

13:45 RESC KIYO＆ESB 相互 B戦 25分1本

14:15 ヴィスポさやま クラベリーナ東住吉 相互 B戦 25分1本

14:45 セレッソ大阪堺レディース 大阪ＣＯＳＭＯ 相互 B戦 25分1本

日　時 会場： 岸和田市立久米田中学校

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

9:30 フラミンゴFC クラベリーナ東住吉 ヴィスポさやま ヴィスポさやま ヴィスポさやま

10:45 パスドゥーロG ヴィスポさやま クラベリーナ東住吉 クラベリーナ東住吉 フラミンゴFC

12:00 久米田FC フラミンゴFC 相互 B戦 25分ハーフ

13:00 久米田FC クラベリーナ東住吉 相互 B戦 25分ハーフ

14:00 久米田FC ヴィスポさやま 相互 B戦 25分ハーフ

15:00 久米田FC パスドゥーロG 相互 B戦 25分ハーフ



11 月 28 日 （土）

－

－

＊１６：００～１７：００のB戦は会場責任者にご連絡ください。  

＊雨天中止  

11 月 28 日 （土）

－

－

－

－

＊駐車場は正門側には駐車禁止。裏門側に停めて下さい。各チーム5台まで。

＊テニスコートにスパイクで入らないようにしてください。

11 月 29 日 （日）

－

－

－

－

－

－

日　時 会場： 淀川河川公園海老江グランド

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

13:30 ヴィトーリア スペランツァ 大阪ＣＯＳＭＯ 大阪ＣＯＳＭＯ 大阪市L

14:45 大阪市レディース 大阪ＣＯＳＭＯ スペランツァ スペランツァ ヴィトーリア

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

日　時 会場： 萩谷総合G天然芝

パスドゥーロG パスドゥーロG スペランツァ

久米田FCSafira 久米田FCSafira 大阪ＣＯＳＭＯ10:00 パスドゥーロG スペランツァ

12:40 パスドゥーロG スペランツァ

11:20 久米田FCSafira 大阪ＣＯＳＭＯ

相互 B戦 30分１本

13:20 久米田FCSafira 大阪ＣＯＳＭＯ 相互 B戦 30分１本

14:00 パスドゥーロG スペランツァ 相互 B戦 30分１本

14:40 久米田FCSafira 大阪ＣＯＳＭＯ 相互 B戦 30分１本

日　時 会場： 岸和田市立久米田中学校

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

10:00 フラミンゴFC KIYO＆ESB 久米田FC 久米田FC 久米田FC

11:15 久米田FC フラミンゴFC 相互 B戦 25分ハーフ

12:15 久米田FC KIYO＆ESB 相互 B戦 25分ハーフ

13:15 久米田FC フラミンゴFC 相互 B戦 25分ハーフ



１０／１０（土） ６／２８（日） １０／２４（土） ８／３０（日） ８／２（日） ７／２５（土） ６／１４（日） １０／１８（日） ９／１３（日） １１／２８（土） １１／３（火） １１／２２（日）
中央公園 とどろみG 海老江G 桑原人工芝 浜公園Ｇ 浜公園Ｇ 大阪桐蔭高 久米田中 浜公園Ｇ 久米田中 葛城G 久米田中
９／１２（土） １０／１０（土） ７／１１（土） １１／１５（日） ８／２９（土） １０／３（土） ６／２７（土） １１／１４（土） ８／１５（土） ６／１３（土）
いずみSV 岸和田高 大正千島 狭山高校 浜公園Ｇ 春木G 久米田中 海老江G 中央公園Ｇ 関西医療大

１０／１０（土） ９／１２（土） ９／２３（水） １０／３１（土） ６／１３（土） １１／２８（土） ８／８（土） ６／２０（土） ６／２８（日） ９／２１（月） １０／３（土）
中央公園 いずみSV 海老江G 海老江G 関西医療大 海老江G とどろみＧ 鶴見緑地G とどろみG 浜公園Ｇ 春木G
６／２８（日） １０／１０（土） ９／２３（水） ６／１３（土） ７／１２（日） １０／３１（土） １１／２２（日） ７／１１（土） ８／９（日） ８／８（土） １１／１５（日）

とどろみG 岸和田高 海老江G 鶴見緑地G 狭山高校 岸和田高 久米田中 関西医療大 淀川河川敷 とどろみＧ 狭山高校
１０／２４（土） ７／１１（土） １０／３１（土） ６／１３（土） １１／２８（土） １０／１８（日） ６／２０（土） ９／２２（火） １１／１４（土） ９／２３（水） ９／１２（土）
海老江G 大正千島 海老江G 鶴見緑地G 海老江G 久米田中 鶴見緑地G 浜公園Ｇ 海老江G 海老江G 赤川G
８／３０（日） １１／１５（日） ７／１２（日） １１／２８（土） １１／２９（日） ８／２（日） ８／９（日） ６／１４（日） １０／１８（日） １０／２４（土） ６／１３（土）
桑原人工芝 狭山高校 狭山高校 海老江G 萩谷総合G 浜公園Ｇ 淀川河川敷 久米田中 久米田中 海老江G 鶴見緑地G
８／２（日） ８／２９（土） ６／１３（土） １０／１８（日） １１／２９（日） ６／２７（土） ９／１３（日） ９／２６（土） ７／１９（日） １０／４（日） ７／１１（土） ６／１４（日）
浜公園Ｇ 浜公園Ｇ 関西医療大 久米田中 萩谷総合G 久米田中 浜公園Ｇ 浜公園Ｇ 久米田中 中央公園 関西医療大 久米田中
７／２５（土） １０／３（土） １１／２８（土） １０／３１（土） ６／２０（土） ６／２７（土） １１／２９（日） ７／４（土） １０／１８（日） １０／１８（日） ９／２６（土）
浜公園Ｇ 春木G 海老江G 岸和田高 鶴見緑地G 久米田中 萩谷総合G 高槻９中 久米田中 久米田中 浜公園Ｇ
６／１４（日） ６／２７（土） ８／８（土） １１／２２（日） ８／２（日） ９／１３（日） １１／２９（日） ８／２９（土） １０／１０（土） ７／１９（日） １０／３１（土） ７／１２（日）
大阪桐蔭高 久米田中 とどろみＧ 久米田中 浜公園Ｇ 浜公園Ｇ 萩谷総合G 浜公園Ｇ 岸和田高 久米田中 海老江G 狭山高校
１０／１８（日） １１／１４（土） ６／２０（土） ７／１１（土） ９／２２（火） ８／９（日） ９／２６（土） ７／４（土） ８／２９（土） ６／１３（土） ８／３０（日） ６／１４（日）
久米田中 海老江G 鶴見緑地G 関西医療大 浜公園Ｇ 淀川河川敷 浜公園Ｇ 高槻９中 浜公園Ｇ 関西医療大 桑原人工芝 大阪桐蔭高
９／１３（日） ８／１５（土） ６／２８（日） １１／１４（土） ６／１４（日） ７／１９（日） １０／１８（日） １０／１０（土） ６／１３（土） ８／２（日） ９／２６（土） ９／１２（土）
浜公園Ｇ 中央公園Ｇ とどろみG 海老江G 久米田中 久米田中 久米田中 岸和田高 関西医療大 浜公園Ｇ 浜公園Ｇ 赤川G
１１／２８（土） ９／２１（月） ８／９（日） ９／２３（水） １０／１８（日） １０／４（日） １０／１８（日） ７／１９（日） ８／３０（日） ８／２（日） １１／１５（日） ７／１１（土）
久米田中 浜公園Ｇ 淀川河川敷 海老江G 久米田中 中央公園 久米田中 久米田中 桑原人工芝 浜公園Ｇ 狭山高校 大正千島
１１／３（火） ６／１３（土） ８／８（土） ９／１２（土） １０／２４（土） ７／１１（土） １０／３１（土） ６／１４（日） ９／２６（土） １１／１５（日）
葛城G 関西医療大 とどろみＧ 赤川G 海老江G 関西医療大 海老江G 大阪桐蔭高 浜公園Ｇ 狭山高校

１１／２２（日） １０／３（土） １１／１５（日） ６／１３（土） ６／１４（日） ９／２６（土） ７／１２（日） ９／１２（土） ７／１１（土）
久米田中 春木G 狭山高校 鶴見緑地G 久米田中 浜公園Ｇ 狭山高校 赤川G 大正千島

久米田Ｓａｆｉｒａ

クラベリーナ

スペランツァ

パスドゥーロ

mfl filha

energia

大阪KIYO&ESB

ＲＥＳＣ

セレッソ堺

ヴィトーリア

ヴィスポ

大阪市Ｌ

ＣＯＳＭＯ

フラミンゴ

大阪KIYO&ESB ＲＥＳＣ クラベリーナ大阪市Ｌフラミンゴ セレッソ堺 ヴィトーリア ヴィスポ ＣＯＳＭＯ 久米田Ｓａｆｉｒａ スペランツァ パスドゥーロ mfl filha energia



ヴィトーリア

パスドゥーロ

セレッソ堺

ヴィスポ

大阪市Ｌ

ＣＯＳＭＯ

フラミンゴ セレッソ堺 ヴィトーリア ヴィスポ 大阪市Ｌ ＣＯＳＭＯ

フラミンゴ

ＲＥＳＣ クラベリーナ久米田Ｓａｆｉｒａ スペランツァ パスドゥーロ mfl filha energia 大阪KIYO&ESB

ＲＥＳＣ

クラベリーナ

久米田Ｓａｆｉｒａ

スペランツァ

mfl filha

energia

大阪KIYO&ESB

１３○０

３○０ ５○2 ２○０ ５○０ １４○１ ４○1

０△０

０●３ ３△３ ５○２ ５○３

２○０ ３○０ ４○1 ４○０ ５○０

１5○０ ０●３

０●３ ３△３ ０●２ 1●５

２●５ ２●５ ５○０ ０●２ ５○１

０●２ 1●４ ０●５ ２○１ ２○１ ３○２ ３○１ ５○１

０●５ ２○０ １●２ ２○０

５○０ ２○０ １０○１

１●１４ ０●４ ０●7 １●２ ３○１ ２５○０ １●３

０●４ ３●５ ０●５ ０●２ １●３ ２●４ 7○０ ４○３

1●４ ０●５ ０△０ ２○０ ２●３ ４○２

０●15 ０●２５ ０●7 ２●１０

０●１３ ３○０ ５○1 １●３ ３●４

０●８

２○０３○０ ３○０

１●１０ ０●１８

０●３

０●４ ２○０

２●４ ８○1

４○０ ４○1０●２ ５○０ 7○０ ４○０

５○１

０●２ ０△０ ０●２

３○０

４○２ 1●４

０●５ ０△０ ８○０

０●３ １●５

1●８ ０●３ １８○０

１●５ １●５ ３○１ ０●２ １０○２
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チーム名 連　　絡　　先 メ　ー　ル　ア　ド　レ　ス 携　帯　電　話　番　号

１ 大阪桐蔭アスリートクラブフラミンゴＦＣ 上原　洋一 uehara@ten-asulead.com ０９０－１１５８－７８１０

岡本　三代 m.okamoto@cerezo.co.jp ０８０－２５４６－０２７５

内藤　香菜子 k.naito@cerezo.co.jp ０８０－８５１９－４８５４

福永　亜紀 vitoria-info@fc-vitoria.com ０９０－４９０４－２３５３

穂積　　一 hozumi1@gmail.com ０９０－３３５４－８５７０

池上　　賢 ０９０－３６５５－５８６９

４ ヴィスポさやま 林部　雅司 m.hysb@mac.com ０９０－１４４７－６５９９

喜連川　仁志 suwa-h.k@nifty.com ０９０－３２７８－１３７５

松浦　真也 rakko-1961voetbal@maia.eonet.ne.jp ０９０－３１６９－００８８

森川　　進 oosakacosmo.fc@gmail.com ０９０－８９８４－６６６１

吉識　秀行 chiruchiru63220@yahoo.co.jp ０９０－６０６３－６９４６

渡辺　義広 ０９０－３９４６－６９２３

前川　浩也 hiromae-celeste@rinku.zaq.ne.jp ０９０－１９０５－２５７０

土生　直美 naomi86habu@gmail.com ０８０－１４４３－０７６３

土井　章吾 sd0515@icloud.com ０８０－１４６８－１４４４

小川　雅己 psmp55591@leto.eonet.ne.jp ０８０－１０５０－５４７６

奥村　賢信 ０８０－３７７７－１４７８

９ ｐａｚｄｕｒｏ　ｇｉｒｌｓ 川元　　剛 pazdurofootball@yahoo.co.jp ０８０－３４１０－４８５０

土橋　国治 faaty700@dsk.zaq.ne.jp ０９０－３８２６－３１７２

平井　俊孝 saki.shina@ezweb.ne.jp ０９０－３８６６－８４００

１１ ｅｎｅｒｇｉａ　ｆｃ　ｈｉｒａｎｏ　2011 高本　夏海 energiafc2011@gmail.com ０８０－５３２４－９６９１

１２ 大阪ＫＩＹＯ＆ＥＳＢ 柿原　光宏 mitsuhiro.kakihara@gmail.com ０９０－３４８８－６６０２

池田　敬彦 ikeda@resc-web.com ０９０－１４８８－５６３４

久保　結上倫 ０９０－９５５６－３０９４

大久保　友隆 clavellina.hsc@gmail.com ０７０－５４３９－２８０８

脇坂　法仁 info@fc-okitsu.net ０９０－７１１１－９２２５

５ 大阪市レディースＦＣ

2015大阪女子Ｕ１５ドリームリーグ参加チーム名簿

２ セレッソ大阪堺ガールズ

３ ＦＣヴィトーリア

１３ ＲＥＳＣ　ＧＩＲＬＳ　Ｕ１５

１４ クラベリーナ東住吉

６ 大阪ＣＯＳＭＯ．ＦＣ

８ スペランツァＦＣ大阪高槻Ｕ１８

７ 久米田ＦＣ　Ｓａｆｉｒａ

１０ ｍｆｌ　ｆｉｌｈａ　ｆｃ
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