
◆順位決定戦２日目 11月8日

優勝決定戦 会場：神戸ＬＦＣ 責任者 兵庫県 アルベロ 高橋
ヴィスポさやま Ｓｍｉｌｅセレソン ＦＣアルベロ神戸 勝 分 敗 勝点 得失点差 順位

ヴィスポさやま ＊
Ｓｍｉｌｅセレソン ＊
ＦＣアルベロ神戸 ＊

主審・第４審 副審２名 運営 記録
11:20 ヴィスポさやま VS Ｓｍｉｌｅセレソン ＦＣアルベロ神戸 ＦＣアルベロ神戸 ＦＣアルベロ神戸 ＦＣアルベロ神戸
13:20 Ｓｍｉｌｅセレソン VS ＦＣアルベロ神戸 ヴィスポさやま ヴィスポさやま ヴィスポさやま ヴィスポさやま
15:20 ヴィスポさやま VS ＦＣアルベロ神戸 Ｓｍｉｌｅセレソン Ｓｍｉｌｅセレソン Ｓｍｉｌｅセレソン Ｓｍｉｌｅセレソン

２５位～２７位 会場：奈良フットボールセンター 責任者 奈良県 ディアブロッサ高田中村
ＫＩＹＯ シュピーレン フィーリア 勝 分 敗 勝点 得失点差 順位

ＫＩＹＯ ＊
シュピーレン ＊
フィーリア ＊

主審・第４審 副審２名 運営 記録
9:30 ＫＩＹＯ VS シュピーレン バニーズ京都 和歌山ガールズ バニーズ京都 和歌山ガールズ
11:30 シュピーレン VS フィーリア 和歌山ガールズ ディアブッロサ高田和歌山ガールズ ディアブッロサ高田
13:30 ＫＩＹＯ VS フィーリア ディアブッロサ高田バニーズ京都 ディアブッロサ高田バニーズ京都

１６位～１８位 会場：奈良フットボールセンター 責任者 奈良県 ディアブロッサ高田中村
バニーズ京都 和歌山ガールズ ディアブッロサ高田勝 分 敗 勝点 得失点差 順位

バニーズ京都 ＊
和歌山ガールズ ＊
ディアブッロサ高田 ＊

主審・第４審 副審２名 運営 記録
10:30 バニーズ京都 VS 和歌山ガールズ ＫＩＹＯ シュピーレン ＫＩＹＯ シュピーレン
12:30 和歌山ガールズ VS ディアブッロサ高田シュピーレン フィーリア シュピーレン フィーリア
14:30 バニーズ京都 VS ディアブッロサ高田フィーリア ＫＩＹＯ フィーリア ＫＩＹＯ

１３位～１５位 会場：いずみサッカーヴィレッジ 責任者 大阪府 久米田ＦＣ 前川
フラミンゴ パスドゥーロガールズ大阪高槻Ｕ１８ 勝 分 敗 勝点 得失点差 順位

フラミンゴ ＊
パスドゥーロガールズ ＊
大阪高槻Ｕ１８ ＊

主審・第４審 副審２名 運営 記録
9:30 フラミンゴ VS パスドゥーロガールズ久米田ＦＣ 栗東ＦＣリブロＵ－１５久米田ＦＣ 栗東ＦＣリブロＵ－１５
11:30 パスドゥーロガールズ VS 大阪高槻Ｕ１８ 栗東ＦＣリブロＵ－１５FCTerra 栗東ＦＣリブロＵ－１５FCTerra
13:30 フラミンゴ VS 大阪高槻Ｕ１８ FCTerra 久米田ＦＣ FCTerra 久米田ＦＣ

１９位～２１位 会場：いずみサッカーヴィレッジ 責任者 大阪府 久米田ＦＣ 前川
久米田ＦＣ 栗東ＦＣリブロＵ－１５FCTerra 勝 分 敗 勝点 得失点差 順位

久米田ＦＣ ＊
栗東ＦＣリブロＵ－１５ ＊
FCTerra ＊

主審・第４審 副審２名 運営 記録
10:30 久米田ＦＣ VS 栗東ＦＣリブロＵ－１５フラミンゴ パスドゥーロガールズフラミンゴ パスドゥーロガールズ
12:30 栗東ＦＣリブロＵ－１５ VS FCTerra パスドゥーロガールズ大阪高槻Ｕ１８ パスドゥーロガールズ大阪高槻Ｕ１８
14:30 久米田ＦＣ VS FCTerra 大阪高槻Ｕ１８ フラミンゴ 大阪高槻Ｕ１８ フラミンゴ

２２位～２４位 会場：滋賀県希望が丘球技場 責任者 滋賀県 おおつヴィクトリーズ小林
京都暁 大阪ＣＯＳＭＯ 西宮女子 勝 分 敗 勝点 得失点差 順位

京都暁 ＊
大阪ＣＯＳＭＯ ＊
西宮女子 ＊

主審・第４審 副審２名 運営 記録
10:00 京都暁 VS 大阪ＣＯＳＭＯ アトレティコ 宝塚エルバイレ アトレティコ 宝塚エルバイレ
12:00 大阪ＣＯＳＭＯ VS 西宮女子 宝塚エルバイレ おおつヴィクトリーズ宝塚エルバイレ おおつヴィクトリーズ
14:00 京都暁 VS 西宮女子 おおつヴィクトリーズアトレティコ おおつヴィクトリーズアトレティコ

７位～９位 会場：滋賀県希望が丘球技場 責任者 滋賀県 おおつヴィクトリーズ小林
アトレティコ 宝塚エルバイレ おおつヴィクトリーズ勝 分 敗 勝点 得失点差 順位

アトレティコ ＊
宝塚エルバイレ ＊
おおつヴィクトリーズ ＊

主審・第４審 副審２名 運営 記録
11:00 アトレティコ VS 宝塚エルバイレ 京都暁 大阪ＣＯＳＭＯ 京都暁 大阪ＣＯＳＭＯ
13:00 宝塚エルバイレ VS おおつヴィクトリーズ大阪ＣＯＳＭＯ 西宮女子 大阪ＣＯＳＭＯ 西宮女子
15:00 アトレティコ VS おおつヴィクトリーズ西宮女子 京都暁 西宮女子 京都暁

１０位～１２位 会場：箕面とどろみグランド 責任者 大阪府 FC ヴィトーリア 池上
京都精華女子 ルネス学園 神戸FCレディース 勝 分 敗 勝点 得失点差 順位

京都精華女子 ＊
ルネス学園 ＊
神戸FCレディース ＊

主審・第４審 副審２名 運営 記録
9:30 京都精華女子 VS ルネス学園 クラベリーナ ＦＣ　ＶＩＣＴＯＲＩＥＳクラベリーナ ＦＣ　ＶＩＣＴＯＲＩＥＳ
11:30 ルネス学園 VS 神戸FCレディース ＦＣ　ＶＩＣＴＯＲＩＥＳＦＣヴィトーリア ＦＣ　ＶＩＣＴＯＲＩＥＳＦＣヴィトーリア
13:30 京都精華女子 VS 神戸FCレディース ＦＣヴィトーリア クラベリーナ ＦＣヴィトーリア クラベリーナ

４位～６位 会場：箕面とどろみグランド 責任者 大阪府 FC ヴィトーリア 池上
クラベリーナ ＦＣ　ＶＩＣＴＯＲＩＥＳＦＣヴィトーリア 勝 分 敗 勝点 得失点差 順位

クラベリーナ ＊
ＦＣ　ＶＩＣＴＯＲＩＥＳ ＊
ＦＣヴィトーリア ＊

主審・第４審 副審２名 運営 記録
10:30 クラベリーナ VS ＦＣ　ＶＩＣＴＯＲＩＥＳ京都精華女子 ルネス学園 京都精華女子 ルネス学園
12:30 ＦＣ　ＶＩＣＴＯＲＩＥＳ VS ＦＣヴィトーリア ルネス学園 神戸FCレディース ルネス学園 神戸FCレディース
14:30 クラベリーナ VS ＦＣヴィトーリア 神戸FCレディース 京都精華女子 神戸FCレディース 京都精華女子

第３２回　関西女子ジュニアユースサッカー大会　組み合わせ


