
10 月 1 日 （土）

－

－

－

－

＊雨天中止

10 月 2 日 （日）

－

－

－

－

＊雨天中止

10 月 8 日 （土）

－

－

－

－

－

－

－

－

－

＊学校内に駐車場はありません。近隣のコインパーキングに駐車してください。

＊グランド向かい岸城神社駐車場には絶対に停めないでください。

＊雨天中止

10 月 9 日 （日）

－

－

－

－

＊雨天中止　グランドは16：00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。

10 月 10 日 （月）

－

－

－

－

＊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。
＊小雨決行　

10 月 23 日 （日）

－

－

－

－

＊雨天中止

10 月 29 日 （土）

－

－

－

－

＊小雨決行

13:30 久米田FCSafira RESC 相互 B戦 25分ハーフ

12:30 ヴィスポさやま パスドゥーロG 相互 B戦 25分ハーフ

11:15 久米田FCSafira RESC ヴィスポさやま ヴィスポさやま パスドゥーロG

10:00 ヴィスポさやま パスドゥーロG RESC RESC 久米田FC

日　時 会場： 岸和田中央公園G

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

12:00 北摂レディース 大阪市アカデミー 相互 B戦 25分1本

11:30 seirios高野台 クラベリーナ 相互 B戦 25分1本

10:15 北摂レディース 大阪市アカデミー クラベリーナ クラベリーナ seirios高野台

9:00 seirios高野台 クラベリーナ 大阪市アカデミー 大阪市アカデミー 北摂レディース

日　時 会場： 吹田市立高野台中学校

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

13:30 フィーリア フラミンゴFC 相互 B戦 25分ハーフ

12:30 大阪市レディース ヴィトーリア 相互 B戦 25分ハーフ

11:15 フィーリア フラミンゴFC ヴィトーリア ヴィトーリア 大阪市L

10:00 大阪市レディース ヴィトーリア フィーリア フィーリア フラミンゴFC

日　時 会場： 舞洲西G

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

13:30 フラミンゴFC パスドゥーロG 相互 B戦 25分ハーフ

12:30 ヴィトーリア フィーリア 相互 B戦 25分ハーフ

11:15 フラミンゴFC 北摂レディース ヴィトーリア ヴィトーリア フィーリア

10:00 ヴィトーリア フィーリア 北摂レディース 北摂レディース フラミンゴFC

日　時 会場： 淀川工科高校

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

14:45 久米田FCU15 高田FCソフィーゾU18 相互 TM 25分1本

14:15 大阪市アカデミー 久米田FCSafira 相互 TM 25分1本

13:45 エナージア 久米田FCSafira 相互 TM 25分1本

13:15 久米田FCU15 高田FCソフィーゾU18 相互 TM 25分ハーフ

12:45 大阪市アカデミー 高田FCソフィーゾ 相互 TM 25分1本

12:15 エナージア 高田FCソフィーゾ 相互 TM 25分1本

11:45 エナージア 大阪市アカデミー 相互 TM 25分1本

10:45 久米田FCSafira 高田FCソフィーゾ 相互 TM 25分ハーフ

9:30 エナージア 大阪市アカデミー 久米田FCSafira 久米田FCSafira 久米田FCSafira

日　時 会場： 岸和田高校

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

16:00 ヴィトーリア クラベリーナ 相互 B戦 25分1本

15:30 久米田FCSafira フィーリア 相互 B戦 25分1本

14:15 ヴィトーリア クラベリーナ フィーリア フィーリア 久米田FC

13:00 久米田FCSafira フィーリア クラベリーナ ヴィトーリア ヴィトーリア

日　時 会場： 浜工業公園Ｇ

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

15:45 大阪市アカデミー ヴィスポさやま 相互 B戦 25分1本

15:15 久米田FCSafira 大阪市アカデミー 相互 B戦 25分1本

14:45 久米田FCSafira ヴィスポさやま 相互 B戦 25分1本

主審 副審 試合責任

13:30 ヴィスポさやま 大阪市アカデミー 久米田FC 久米田FC 久米田FC

日　時 会場： 浜工業公園Ｇ

試合時間 対　 　　戦

2016.09.25 

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： 2016.09.20 


