
第22回　全日本女子ユース（U-15）サッカー大会　大阪府予選
          
          

Ａブロック          

 セレッソ pazduro RESC ヴィスポ 勝点 得点 失点 得失点 順位

セレッソ大阪堺ガールズ  1-1　△   1 1 1 0  

pazduro girls 1-1　△    1 1 1 0  

RESC GIRLS U-15    1-1　△ 1 1 1 0  

ヴィスポさやま   1-1　△  1 1 1 0  

          

Ｂブロック          

 フラミンゴ Piscarisa mfl filha クラベリーナ 勝点 得点 失点 得失点 順位

大阪桐蔭AC
フラミンゴFC

 18-0　○   3 18 0 18  

Piscarisa 堺 Ladies FC 0-18　●    0 0 18 -18  

mfl filha fc    0-1　● 0 0 1 -1  

クラベリーナ東住吉   1-0　○  3 1 0 1  

          

Ｃブロック          

 ヴィトーリア energia コノミヤ 大阪COSMO 勝点 得点 失点 得失点 順位

FCヴィトーリア  3-0　○   3 3 0 3  

energia fc 2001 0-3　●    0 0 3 -3  

コノミヤ・スペランツァ
大阪高槻レディース    8-0　○ 3 8 0 8  

大阪COSMO.FC   0-8　●  0 0 8 -8  

          

          

４月２９日（土）　南津守さくら公園  会場責任者：セレッソ大阪堺ガールズ      

 時間 対戦カード 主審 副審１ 副審２ ４審・記録  

M1 10:00 セレッソ 1 vs 1 pazduro 協会 協会 協会 フラミンゴ  

M2 11:45 フラミンゴ 18 vs 00 Piscarisa 協会 協会 協会 セレッソ  

M3 13:30 ヴィトーリア 3 vs 0 energia 協会 協会 協会 Piscarisa  

          

４月２９日（土）　J-GREEN堺（S15）  会場責任者：クラベリーナ東住吉      

 時間 対戦カード 主審 副審１ 副審２ 記録  

M4 10:00 RESC 1 vs 1 ヴィスポ 協会 協会 協会 mfl filha  

M5 11:45 mfl filha 0 vs 1 クラベリーナ 協会 協会 協会 RESC  

M6 13:30 スペランツァ 8 vs 0 大阪COSMO 協会 協会 協会 クラベリーナ  

          

４月３０日（日）　南津守さくら公園  会場責任者：セレッソ大阪堺ガールズ      

 時間 対戦カード 主審 副審１ 副審２ ４審・記録  

M7 10:00 フラミンゴ vs mfl filha 協会 協会 協会 ヴィトーリア  

M8 11:45 ヴィトーリア vs スペランツァ 協会 協会 協会 mfl filha  

M9 13:30 セレッソ vs RESC 協会 協会 協会 スペランツァ  

          

４月３０日（日）　J-GREEN堺（S15）  会場責任者：ヴィスポさやま      

 時間 対戦カード 主審 副審１ 副審２ 記録  

M10 10:00 Piscarisa vs クラベリーナ 協会 協会 協会 energia  

M11 11:45 energia vs 大阪COSMO 協会 協会 協会 クラベリーナ  

M12 13:30 pazduro vs ヴィスポ 協会 協会 協会 大阪COSMO  

          

５月３日（祝）　J-GREEN堺（S12）  会場責任者：pazduro girls      

 時間 対戦カード 主審 副審１ 副審２ 記録  

M13 10:00 ヴィトーリア vs 大阪COSMO 協会 協会 協会 pazduro  

M14 11:45 pazduro vs RESC 協会 協会 協会 大阪COSMO  

M15 13:30 フラミンゴ vs クラベリーナ 協会 協会 協会 RESC  

          

５月３日（祝）　J-GREEN堺（S13）  会場責任者：Piscarisa 堺 Ladies FC      

 時間 対戦カード 主審 副審１ 副審２ ４審・記録  

M16 10:00 energia vs スペランツァ 協会 協会 協会 セレッソ  

M17 11:45 セレッソ vs ヴィスポ 協会 協会 協会 スペランツァ  

M18 13:30 Piscarisa vs mfl filha 協会 協会 協会 ヴィスポ  
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 ５月４日（祝）    会場：J-GREEN堺（S11）          会場責任者：全ブロック３位２位                        

 
No. 試合開始時間 対戦カード

審判
 審判 副審 副審 ４審・記録
 M19 10:00 Ａブロック（１位）   vs   全ブロック（３位１位） 協会 協会 協会 Ｂ２位
 M20 11:45 Ｂブロック（２位）   vs   Ｃブロック（２位） 協会 協会 協会 全３位１位
 M21 13:30 Ｃブロック（１位）   vs   Ａブロック（２位） 協会 協会 協会 Ｃ２位
 M22 15:15 全ブロック（３位２位）   vs   Ｂブロック（１位） 協会 協会 協会 Ａ２位
                                          

 ５月６日（土）    会場：J-GREEN堺（S10）          会場責任者：M21の勝者                        

 
No. 試合開始時間 対戦カード

審判
 審判 副審 副審 ４審・記録
 M23 10:00 M19の敗者   vs   M20の敗者 協会 協会 協会 M21敗者
 M24 11:45 M21の敗者   vs   M22の敗者 協会 協会 協会 M20敗者
 M25 13:30 M19の勝者   vs   M20の勝者 協会 協会 協会 M22敗者
 M26 15:15 M21の勝者   vs   M22の勝者 協会 協会 協会 M20勝者
                                          

 ５月７日（日）    会場：箕面とどろみグラウンド          会場責任者：FCヴィトーリア                        

 
No. 試合開始時間 対戦カード

審判
 審判 副審 副審 ４審・記録
 M27 10:00 M23の勝者   vs   M24の勝者 協会 協会 協会 M25敗者
 M28 11:45 M25の敗者   vs   M26の敗者 協会 協会 協会 M24勝者
 M29 13:30 M25の勝者   vs   M26の勝者 協会 協会 協会 M26敗者
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４月２９日（土）　南津守さくら公園  会場責任者：セレッソ大阪堺ガールズ      

 時間 対戦カード 主審 副審１ 副審２ ４審・記録  

M1 10:00 セレッソ vs pazduro 協会 協会 協会 フラミンゴ  

M2 11:45 フラミンゴ vs Piscarisa 協会 協会 協会 セレッソ  

M3 13:30 ヴィトーリア vs energia 協会 協会 協会 Piscarisa  

          

４月２９日（土）　J-GREEN堺（S15）  会場責任者：クラベリーナ東住吉      

 時間 対戦カード 主審 副審１ 副審２ 記録  

M4 10:00 RESC vs ヴィスポ 協会 協会 協会 mfl filha  

M5 11:45 mfl filha vs クラベリーナ 協会 協会 協会 RESC  

M6 13:30 スペランツァ vs 大阪COSMO 協会 協会 協会 クラベリーナ  

          

４月３０日（日）　南津守さくら公園  会場責任者：セレッソ大阪堺ガールズ      

 時間 対戦カード 主審 副審１ 副審２ ４審・記録  

M7 10:00 フラミンゴ vs mfl filha 協会 協会 協会 ヴィトーリア  

M8 11:45 ヴィトーリア vs スペランツァ 協会 協会 協会 mfl filha  

M9 13:30 セレッソ vs RESC 協会 協会 協会 スペランツァ  

          

４月３０日（日）　J-GREEN堺（S15）  会場責任者：ヴィスポさやま      

 時間 対戦カード 主審 副審１ 副審２ 記録  

M10 10:00 Piscarisa vs クラベリーナ 協会 協会 協会 energia  

M11 11:45 energia vs 大阪COSMO 協会 協会 協会 クラベリーナ  

M12 13:30 pazduro vs ヴィスポ 協会 協会 協会 大阪COSMO  

          

５月３日（祝）　J-GREEN堺（S12）  会場責任者：pazduro girls      

 時間 対戦カード 主審 副審１ 副審２ 記録  

M13 10:00 ヴィトーリア vs 大阪COSMO 協会 協会 協会 pazduro  

M14 11:45 pazduro vs RESC 協会 協会 協会 大阪COSMO  

M15 13:30 フラミンゴ vs クラベリーナ 協会 協会 協会 RESC  

          

５月３日（祝）　J-GREEN堺（S13）  会場責任者：Piscarisa 堺 Ladies FC      

 時間 対戦カード 主審 副審１ 副審２ ４審・記録  

M16 10:00 energia vs スペランツァ 協会 協会 協会 セレッソ  

M17 11:45 セレッソ vs ヴィスポ 協会 協会 協会 スペランツァ  

M18 11:45 Piscarisa vs mfl filha 協会 協会 協会 ヴィスポ  


