
8 月 6 日 （土）

－

－

－

－

＊雨天決行　グランドは17：00まであります。会場責任とご相談ください。

8 月 7 日 （日）

－

－

－

－

＊車は正門は行って右上の土の駐車場に停めてください。警備員の指示に必ず従ってください。
＊各チーム6台まで（スタッフを含む）にしてください。路上や、学校前の月極駐車場には停めないでください。

8 月 20 日 （土）

－

－

－

－

－

＊グランド費用・・・1500円

8 月 28 日 （月）

－

－

－

－

＊グランド費用・・・4500円

8 月 28 日 （日）

－

－

－

－

＊２試合目はアドバンスリーグです。。３５－１０－３５のゲームです。

2016.07.20

2016.07.21

対　 　　戦

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： 2016.07.20

主審 副審

日　時 会場： 舞洲東G

北摂レディース フラミンゴFC

試合責任

10:00 大阪市レディース フラミンゴFC 北摂レディース 北摂レディース seirios高野台

試合時間

フラミンゴFC 大阪市L

12:30 大阪市レディース フラミンゴFC 相互 B戦 25分ハーフ

11:15 seirios高野台

B戦 25分ハーフ

日　時 会場： 関西医療大学

13:30 seirios高野台 北摂レディース 相互

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

16:45 久米田FCSafira ヴィトーリア 大阪市アカデミー

18:00 フィーリア 大阪市アカデミー ヴィトーリア

ヴィトーリア 相互

大阪市アカデミー フィーリア

ヴィトーリア 久米田FC

B戦 25分1本

試合責任試合時間

19:45 フィーリア 久米田FCSafira 相互 B戦 25分1本

ヴィスポさやま フラミンゴＦＣ

19:15 久米田FCSafira

副審

日　時 会場： 浜工業公園Ｇ

対　 　　戦 主審

14:45 ヴィスポさやま フラミンゴＦＣ パスドゥーロG

13:30 パスドゥーロG エナージア ヴィスポさやま

15:15 久米田FCSafira エナージア 相互

パスドゥーロＧ 相互15:45 久米田FCSafira

パスドゥーロG エナージア

B戦 25分1本

B戦 25分1本

16:15 ヴィスポさやま フラミンゴＦＣ 相互 B戦 25分1本

対　 　　戦 主審 副審

日　時 会場： J-Green堺S13

ＲＥＳＣ フィーリア

試合責任

9:15 ヴィスポさやま フィーリア ＲＥＳＣ ＲＥＳＣ パスドゥーロ

試合時間

フィーリア ヴィスポさやま

11:45 ヴィスポさやま クラベリーナ 相互 B戦 30分1本

10:30 パスドゥーロG

B戦 30分1本12:20 パスドゥーロG ＲＥＳＣ 相互

日　時 会場： Ｊ－Ｇｒｅｅｎ堺Ｓ１2

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

9:00 久米田ＦＣＳａｆｉｒａ クラベリーナ ＦＣ平野2nd ＦＣ平野2nd 東淀川ＦＣ2nd

10:30 ＦＣ平野2nd 東淀川ＦＣ2nd 久米田ＦＣ 久米田ＦＣ クラベリーナ

12:00 久米田ＦＣＳａｆｉｒａ フィーリア 相互 B戦 25分ハーフ

13:00 ＦＣ平野2nd 東淀川ＦＣ2nd 相互 B戦 25分ハーフ



7 月 3 日 （日）

－

－

－

－

＊雨天中止　グランドは17：00まであります。日程以後の予定は会場責任者にご連絡ください。

7 月 9 日 （土）

－

－

－

－

－

＊雨天中止　　正門側に駐車禁止。車は裏門側に駐車(各チーム5台まで)

7 月 10 日 （日）

－

－

－

－

－

－

－

*雨天決行

7 月 16 日 （日）

－

－

－

－

＊雨天中止　　

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： 2016.06.21

RESC フィーリア

B戦

2016.06.27  

副審

25分ハーフ

主審 試合責任

パスドゥーロ フラミンゴFC

会場： 淀川工科高校

会場責任者： フィーリア　土橋国治氏　090-3826-3172

12:30

フラミンゴFC パスドゥーロG RESC

10:00 フィーリア

日　時

試合時間 対　 　　戦

11:15

RESC パスドゥーロ

試合時間

13:30 フラミンゴFC パスドゥーロG

日　時 会場： 岸和田市立久米田中学校

会場責任者： 久米田FCSafira　前川浩也　090-1905-1905

久米田FC 久米田FC

RESC フィーリア

副審 試合責任

相互 B戦 25分ハーフ

相互

対　 　　戦 主審

14:45 久米田FCSafira ヴィトーリア 相互

13:30 ヴィトーリア エナージア 久米田FC

ヴィトーリア 相互15:45 久米田FCSafira

15:15 久米田FCSafira エナージア 相互

B戦 25分1本

B戦 25分1本

B戦 25分1本

B戦 25分1本

16:15 久米田FCSafira エナージア 相互

対　 　　戦 主審 副審

日　時 会場： 勝山高校

会場責任者： 大阪市アカデミー　松田尚之氏　090-7765-2882

seirios高野台 パスドゥーロG

試合責任

10:00 パスドゥーロG 大阪市アカデミー フィーリア フィーリア seirios高野台

試合時間

パスドゥーロG 大阪市アカデミー

12:30 勝山高校 パスドゥーロ 相互 B戦 25分ハーフ

11:15 フィーリア

14:30 勝山高校 フィーリア 相互

13:30 seirios高野台 大阪市アカデミー 相互 B戦 25分ハーフ

B戦 25分ハーフ

B戦 25分1本

B戦 25分1本

副審

日　時 会場： 淀川河川敷赤川G

会場責任者： 大阪市レディース　松浦真也氏　090-3169-0088

15:30 パスドゥーロG

対　 　　戦 主審

16:00 フィーリア seirios高野台 相互

大阪市アカデミー 相互

ヴィスポさやま 北摂レディース

試合責任

14:00 大阪市レディース 北摂レディース ヴィスポさやま ヴィスポさやま RESC

試合時間

北摂レディース 大阪市L

16:30 大阪市レディース 北摂レディース 相互 B戦 25分ハーフ

15:15 RESC

B戦 25分ハーフ17:30 RESC ヴィスポさやま 相互



7 月 17 日 （日）

－

－

－

－

＊雨天決行　グランドは17：00まであります。会場責任とご相談ください。
＊グランド代・・・4500円

7 月 17 日 （日）

－

－

－

－

*雨天決行

7 月 18 日 （月）

－

－

－

－

－

－

＊グランド費用・・・6000円

7 月 23 日 （日）

－

－

－

－

＊雨天中止　　

7 月 30 日 （土）

－

－

－

－

－

－

－

＊雨天中止　　グランド代・・・￥1500
＊２試合目はアドバンスリーグ４部です。３５-１０-３５のゲームです。

日　時 会場： 舞洲東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

11:15 ヴィトーリア 北摂レディース ヴィスポさやま

10:00 大阪市レディース ヴィスポさやま 北摂レディース 北摂レディース RESC

ヴィスポさやま 大阪市L

B戦 25分ハーフ

B戦 25分ハーフ

副審

日　時 会場： 大阪市立矢田中学校

会場責任者： 大阪市アカデミー　松田尚之氏　090-7765-2882

12:30 大阪市レディース

対　 　　戦 主審

13:30 ヴィトーリア 北摂レディース 相互

ヴィスポさやま 相互

エナージア seirios高野台

試合責任

10:00 seirios高野台 大阪市アカデミー フラミンゴ フラミンゴ エナージア

試合時間

seirios高野台 大阪市アカデミー

12:30 seirios高野台 大阪市アカデミー 相互 B戦 25分ハーフ

11:15 フラミンゴFC

B戦 25分ハーフ

日　時 会場： J-Green堺S10

13:30 フラミンゴFC エナージア 相互

試合時間 対　 　　戦 主審 副審

パスドゥーロG クラベリーナ 久米田FC 久米田FC

会場責任者： フラミンゴFC　上原洋一氏　090-1158-7810

試合責任

クラベリーナ パスドゥーロ大阪市アカデミー クラベリーナ

ヴィスポさやま

9:15 フラミンゴFC

11:45 久米田FCSafira ヴィスポさやま フラミンゴFC フラミンゴFC 大阪市アカデミー

10:30

13:00 フラミンゴFC 大阪市アカデミー 相互

クラベリーナ 相互14:15 パスドゥーロG

15:30 久米田FCSafira ヴィスポさやま 相互

B戦 30分ハーフ

B戦 30分ハーフ

B戦 30分ハーフ

日　時 会場： 淀川河川敷赤川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

14:00 大阪市レディース RESC エナージア

エナージア seirios高野台 RESC

エナージア seirios高野台

日　時

RESC 大阪市L

16:30 大阪市レディース RESC 相互 B戦 25分ハーフ

15:15

B戦 25分ハーフ17:30 エナージア seirios高野台 相互

対　 　　戦 主審 副審

会場： 岸和田葛城運動広場

会場責任者： 久米田FCSafira　前川浩也　090-1905-1905

Ｓ．Ｕ．Ｆ．Ｃ 北摂レディース

試合責任

9:30 久米田FCSafira 北摂レディース Ｓ．Ｕ．Ｆ．Ｃ Ｓ．Ｕ．Ｆ．Ｃ 久米田FC

試合時間

北摂レディース 久米田FC

12:15 久米田FCSafira 北摂レディース 相互 B戦 25分1本

10:45 久米田FC

12:45 久米田FC Ｓ．Ｕ．Ｆ．Ｃ 相互

B戦 25分1本

13:15 ヴィスポさやま クラベリーナ 久米田FC

B戦 25分1本

久米田FC 久米田FC

B戦 ２５分ハーフ

14:30 久米田FC

15:00 ヴィスポさやま クラベリーナ 相互

Ｓ．Ｕ．Ｆ．Ｃ 相互



6 月 4 日 （土）

－

－

－

－

＊雨天中止　　グランド代・・・￥1500

6 月 5 日 （日）

－

－

－

－

*グランド代・・・4500円

6 月 11 日 （土）

－

－

－

－

－

－

＊グランド代・・・￥1500　雨天中止

6 月 12 日 （日）

－

－

－

－

＊グランド代・・・￥1500　　雨天決行

6 月 12 日 （日）

－ 北摂レディース14:00 seirios高野台 フラミンゴFC パスドゥーロG パスドゥーロG

11:15

エナージア

久米田FCSafira エナージア

会場： 吹田市立高野台中学校

ヴィトーリア RESC 久米田FC

ヴィトーリア

25分ハーフ

日　時 会場： スカイランド原田

会場責任者： RESC　池田敬彦氏　090-1488-5634

久米田FCＳａｆｉｒａ10:45 相互ヴィスポさやま

日　時

副審

RESC 北摂レディース

B戦

北摂レディース RESC

seirios高野台 大阪市L

25分ハーフ

10:00 大阪市レディース seirios高野台 北摂レディース

大阪市レディース seirios高野台 相互12:30

副審

日　時 会場： 舞洲東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 試合責任

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： 2016.05.20

2016.05.28

日　時 会場： 岸和田中央公園G

会場責任者： 久米田FCSafira　前川浩也　090-1905-1905

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

北摂レディース パスドゥーロG

パスドゥーロG エナージア13:45 久米田FCSafira

12:30 エナージア

エナージア 北摂レディース

パスドゥーロG 久米田FC

B戦 25分1本

B戦 25分1本

15:30 久米田FCSafira パスドゥーロG 相互

15:00 エナージア 北摂レディース 相互

会場： 浜工業公園Ｇ

13:30 相互 B戦

会場責任者： 久米田FC　前川浩也　090-1905-2570

RESC

25分ハーフ

11:15 RESC 北摂レディース seirios高野台

大阪市アカデミー 久米田FC9:30 ヴィスポさやま

対　 　　戦

25分1本B戦

試合責任

久米田FC 久米田FC

主審試合時間

B戦 25分1本

B戦 25分1本

11:45 ヴィスポさやま 大阪市アカデミー 相互

久米田FCＳａｆｉｒａ 大阪市アカデミー 相互

試合責任

10:00 久米田FC

12:45 久米田FCＳａｆｉｒａ 大阪市アカデミー 相互

11:15

試合時間 対　 　　戦 主審 副審

B戦

ヴィトーリア

25分ハーフ

12:30 ヴィトーリア RESC 相互 B戦

seirios高野台　　柳田慧士氏　　090-2049-7346

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

B戦 25分1本

12:15 ヴィスポさやま 久米田FCＳａｆｉｒａ 相互 B戦 25分1本

13:30 久米田FCSafira エナージア 相互

日　時

会場責任者：



－

－

－

＊雨天中止

6 月 18 日 （土）

－

－

－

－

－

－

－

－

＊グランド費用・・・4500円

6 月 19 日 （日）

－

－

－

－

*雨天決行

6 月 25 日 （土）

－

－

－

－

－

－

－

＊雨天中止

エナージア

相互 B戦

ヴィスポさやま フィーリア

11:15 エナージア クラベリーナ

25分ハーフ

会場：

相互 B戦

ヴィスポさやま

フィーリア クラベリーナ クラベリーナ

淀川工科高校

ヴィスポさやま フィーリア

大阪市アカデミー フラミンゴFC

試合責任

10:00 ヴィトーリア 大阪市アカデミー クラベリーナ クラベリーナ RESC

試合時間

副審 試合責任

久米田FC

久米田FCSafira 大阪市アカデミー 25分1本

フラミンゴFC ヴィトーリア

B戦

久米田FCSafira

会場： J-Green堺S７

会場責任者： 久米田FC　前川浩也　090-1905-2570

B戦 25分1本

15:15 seirios高野台

16:30 seirios高野台 フラミンゴFC 相互

北摂レディース パスドゥーロG フラミンゴFC フラミンゴFC

日　時

17:00 相互 B戦 25分1本北摂レディース パスドゥーロG

13:30 クラベリーナ RESC

seirios高野台

16:15 フィーリア クラベリーナ

会場： 大阪市立矢田中学校

会場責任者：

日　時

B戦 25分ハーフ

会場責任者： フィーリア　土橋国治氏　090-3826-3172

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

B戦 25分ハーフ

10:00

12:30 相互

13:30 エナージア クラベリーナ 相互

ヴィスポさやま

エナージア フィーリア

15:00 フラミンゴFC

14:30 フラミンゴFC 大阪市レディース エナージア

フィーリア 相互

15:30 大阪市レディース フィーリア 相互

B戦 25分1本

B戦 25分1本

9:00

試合時間 対　 　　戦 主審

大阪市アカデミー大阪市アカデミー

フィーリア

11:30 相互

パスドゥーロG

10:15 フラミンゴFC ヴィトーリア

seirios高野台

クラベリーナ

12:15 フラミンゴFC ヴィトーリア 相互 B戦 25分1本

13:00

seirios高野台 パスドゥーロG

フィーリア

15:30 パスドゥーロG seirios高野台 相互

14:15 フィーリア クラベリーナ

25分1本相互 B戦

B戦 25分1本

11:15

日　時

クラベリーナ RESC ヴィトーリア

12:30

大阪市アカデミー　廣瀬先生　090-3979-7316

対　 　　戦 主審 副審

大阪市アカデミー

25分ハーフ

ヴィトーリア

ヴィトーリア 大阪市アカデミー









６／１８(土) 7／３（日） ７／１７（日） ７／１８（月） ６／１２(日) 3
J-GreenS7 淀川工科高 矢田中 J-GreenS10 高野台中

６／１８(土) ７／９（土） ７／１７（日） ６／１２(日) ６／１９(日) 3
J-GreenS7 久米田中 舞洲東 スカイランド 矢田中

７／１７（日） ７／１８（月） ７／１６（土） ７／３０（土） 1
舞洲東 J-GreenS10 赤川Ｇ 葛城Ｇ

７／１７（日） ７／１６（土） ７／２３（土） ６／５(日) 2
舞洲東 赤川Ｇ 赤川Ｇ 舞洲東

７／１８（月） ６／４(土) ６／１２(日) ７／３０（土） ６／１８(土) 3
J-GreenS10 岸和田中央公園 スカイランド 葛城Ｇ J-GreenS7

7／３（日） ６／４(土) ６／１２(日) ７／１８（月） ７／１０（日） ６／１８(土) 3
淀川工科高 岸和田中央公園 高野台中 J-GreenS10 勝山高 J-GreenS7

7／３（日） ６／１８(土) ７／１０（日） 2
淀川工科高 J-GreenS7 勝山高

７／１７（日） ７／９（土） ６／１２(日) ６／４(土) ７／２３（土） 3
矢田中 久米田中 スカイランド 岸和田中央公園 赤川Ｇ

７／１７（日） ７／１６（土） ７／３０（土） ６／１２(日) ６／４(土) ６／５(日) 3
舞洲東 赤川Ｇ 葛城Ｇ 高野台中 岸和田中央公園 舞洲東

６／１２(日) ７／１６（土） ７／２３（土） 7／３（日） ６／５(日) ６／１９(日) 3
スカイランド 赤川Ｇ 赤川Ｇ 淀川工科高 舞洲東 矢田中

７／３０（土） ７／１８（月） ６／１８(土) ６／１９(日) 3
葛城Ｇ J-GreenS10 J-GreenS7 矢田中

７／１８（月） ６／１９(日) ６／１８(土) ７／１０（日） ７／１７（日） 3
J-GreenS10 矢田中 J-GreenS7 勝山高 矢田中
６／１２(日) ６／５(日) ６／１８(土) ７／１０（日） ７／２３（土） ７／１７（日） 3
高野台中 舞洲東 J-GreenS7 勝山高 赤川Ｇ 矢田中

６○０ ８○１ 3

０●６ ２○０ 3

2

８○０ 2

０●１ １●３ ８○１ 3

大阪市L

久米田FC

RESC クラベリーナ 高野台 6月パスドゥーロ フィーリア エナージア 北摂L 大阪市アカデミーフラミンゴ ヴィトーリア ヴィスポ

久米田FC クラベリーナ

ヴィスポ

大阪市L 久米田FC

大阪市L

パスドゥーロ

フラミンゴ

大阪市アカデミー 高野台 6月

フィーリア

ヴィトーリア ヴィスポ エナージア 北摂L RESCパスドゥーロ フィーリアフラミンゴ

エナージア

北摂L

RESC

クラベリーナ

高野台

ヴィトーリア

ヴィスポ

大阪市L

久米田FC

大阪市アカデミー

フラミンゴ

ヴィトーリア



１○０ １３〇０ ７○０ 3

１○２ 2

３○１ ５○０ 3

０●１３ ０●５ ０●２１ 3

０●２ ２１○０ １△１ 3

２○１ １△１ 3

１●８ 3

１●８ ０●８ ０●７ 3

エナージア

北摂L

パスドゥーロ

フィーリア

RESC

クラベリーナ

大阪市アカデミー

高野台
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3

2

3

3
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2
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12月 12月
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10月 11月

7月 8月 11月10月





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

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

３ 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

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

土井　章吾 sd0515@icloud.com ０８０－１４６８－１４４４

藤本　皓太 ０９０－６６７１－０８４５

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

土橋　国治 k1010963@outlook.jp ０９０－３８２６－３１７２

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

８ ｅｎｅｒｇｉａ　ｆｃ　ｈｉｒａｎｏ　2011 高本　夏海 n.18en.t11o2@gmail.com ０８０－５３２４－９６９１

９ 北摂レディース 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

松田　尚之 naoyuki826@gmail.com ０９０－７７６５－２８８２

2016大阪女子Ｕ１５ドリームリーグ参加チーム名簿

2 ＦＣヴィトーリア

４ 大阪市レディースＦＣ

１０ ＲＥＳＣ　ＧＩＲＬＳ　Ｕ１５

ｍｆｌ　ｆｉｌｈａ　ｆｃ

５ 久米田ＦＣ　Ｓａｆｉｒａ

７

１１ クラベリーナ東住吉

１２
大阪市女子アカデミー

FC　Fairiers

mailto:uehara@ten-asulead.com
mailto:vitoria-info@fc-vitoria.com
mailto:hozumi1@gmail.com
mailto:m.hysb@mac.com
mailto:suwa-h.k@nifty.com
mailto:rakko-1961voetbal@maia.eonet.ne.jp
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mailto:info@fc-okitsu.net
mailto:naoyuki826@gmail.com


今村　麻衣 ０９０－１９０３－９７９７

藤田　青陽 ０９０－１４８７－７６０９

柳田　慧士 csey5644@suita.ed.jp ０９０－２０４９－７３４６

宮崎　貴也 taka08.ya9@gmail.com ０９０－２３８９－９７０１

内田　祐紀 ０９０－８６３５－０９１３

１３ seirios高野台

１２
大阪市女子アカデミー

FC　Fairiers

mailto:csey5644@suita.ed.jp
mailto:taka08.ya9@gmail.com

