
8 月 5 日 （土）
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＊雨天中止　グランド代・・・￥2000

＊有料駐車場あり

8 月 13 日 （日）

－

－

－

－

＊雨天中止　　グランド代・・・￥1500

＊クラベリーナとヴィトーリアはTMです。審判などのご協力お願いします。

＊ドリームリーグが1試合しか組めませんでした。

＊グランドは17：00まであります。日程以降のゲームは会場責任者にご確認ください。

8 月 19 日 (土）

－

－

－

－

－

－

＊雨天決行

＊グランド代・・・無料
＊ドリームリーグが組めませんでした。当日参加できるチームでのTMとなります。

8 月 20 日 （日）

－

－

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： 2017.7.18 

9:30 クラベリーナ1st パスドゥーロ1st ピスカリッサ ピスカリッサ 久米田FC

10:45 ピスカリッサ 久米田・生野合同 パスドゥーロ1st パスドゥーロ1st クラベリーナ1st

会場責任者： ヴィトーリア　

日　時

15:30

12:00 クラベリーナ1st パスドゥーロ1st 相互 B戦 25分1本

12:30

試合時間 主審 副審 試合責任対　 　　戦

パスドゥーロ2nd 相互 TM 30分1本

13:50

15:00 相互 TM 30分1本

18:45

15:10 RESC パスドゥーロ2nd 相互 TM

日　時 会場： 岸和田中央公園G

会場責任者： 久米田FC　

対　 　　戦試合時間 主審 副審 試合責任

12:30 ピスカリッサ 久米田・生野合同 相互 B戦 25分1本

13:00 千里丘中 東淀川FC2nd 久米田FC 久米田FC 久米田FC

14:30 久米田FC 千里丘中 相互 B戦 25分1本

15:00 久米田FC 東淀川FC2nd 相互 B戦 25分1本

久米田FC 千里丘中 相互 B戦 25分1本

会場： とどろみG

10:00 エナージア パスドゥーロ1st クラベリーナ1st クラベリーナ1st ヴィトーリア

11:15 クラベリーナ1st ヴィトーリア 相互 TM 30分ハーフ

エナージア パスドゥーロ1st 相互 B戦 30分ハーフ

13:45 クラベリーナ1st ヴィトーリア 相互 B戦 30分ハーフ

日　時 会場： J-Green堺S10

会場責任者： フラミンゴFC　

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

13:15 フラミンゴFC RESC 相互 TM 30分1本

フラミンゴFC パスドゥーロ2nd 相互 TM 30分1本

14:25 RESC パスドゥーロ2nd 相互 TM 30分1本

フラミンゴFC RESC

日　時 会場： 舞洲セレッソ人工芝G

会場責任者： アイリス住吉

30分1本

15:35 フラミンゴFC

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

17:15 アイリス住吉 大阪セゾン2nd 久米田FC 久米田FC RESC2nd

久米田・生野合同 RESC2nd 大阪セゾン2nd 大阪セゾン2nd アイリス住吉



－

－

＊有料駐車場有。グランド代・・・￥7500

＊1ゲーム目は大阪女子U-15ドリームリーグです。30‐5‐30のゲームです。

8 月 26 日 （日）
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－

－

－

－

－

＊雨天中止　　グランド代・・・￥1500

8 月 27 日 （日）

－

－

－

－

－

－

＊雨天中止　

20:30 相互 B戦 25分1本

9:30

12:00 クラベリーナ2nd クラベリーナ2nd RESC2nd

日　時

相互 B戦 30分ハーフ

13:15 クラベリーナ2nd RESC2nd 相互 B戦 30分ハーフ

大阪市

15:45 フィーリア RESC1st 相互 B戦 30分ハーフ

10:45 RESC 大阪市レディース エナージア エナージア ニュージェネレーション

12:00 ヴィスポさやま エナージア 相互 TM 25分1本

12:30 ヴィスポさやま 大阪市レディース RESC RESC ニュージェネレーション

13:45 RESC エナージア 相互 TM 25分1本

20:00 アイリス住吉 大阪セゾン2nd 相互 B戦 25分1本

久米田・生野合同 RESC2nd

会場： とどろみG

会場責任者： ヴィトーリア　

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

クラベリーナ2nd RESC2nd フラミンゴFC フラミンゴFC ヴィトーリア

10:45 フラミンゴFC ヴィトーリア RESC1st RESC1st フィーリア

フィーリア RESC1st

日　時 会場： 狭山高校

会場責任者： ヴィスポさやま　

14:30 フラミンゴFC ヴィトーリア

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

ヴィスポさやま エナージア9:30 RESC RESC

14:15 ヴィスポさやま RESC 大阪市 大阪市 ニュージェネレーション


