
1 月 7 日 (日）
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＊１ゲーム目は泉南スーパーリーグ、2試合目はMATOリーグです。男子チームのリーグ戦です。

＊雨天決行

＊車は各チーム5台まで。正門外のスペースに駐車してください。

1 月 8 日 （祝）

－

－

－

－

＊2ゲーム目は泉州CLです。男子チームのリーグ戦です。よろしくお願いします。

＊雨天決行

＊車は各チーム5台まで。正門外のスペースに駐車してください。

1 月 13 日 (土）
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－

＊雨天決行

1 月 14 日 （日）
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－

＊雨天中止　　グランド代・・・￥1500

1 月 20 日 （土）
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＊雨天決行

2016大阪女子U-15後期ドリームリーグ
リーグ戦試合日程： 更新日時： 2017.12.28

日　時 会場： 熊取北中学校

会場責任者： MATORIX  坂本

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

9:30 岸和田北中 鳥取東・浪商 尾崎中 尾崎中 amic

10:45 amic 尾崎中 鳥取東・浪商 鳥取東・浪商 岸和田北中

12:00 岸和田北中 MATORIX 岸和田北中 B戦 25分1本

12:30 鳥取東・浪商 MATORIX 鳥取東・浪商 B戦 25分1本

13:00 amic 尾崎中 amic B戦 25分1本

13:30 フラミンゴ エナージア MATORIX MATORIX amic

14:45 amic MATORIX amic B戦 25分1本

15:15 尾崎中 フラミンゴ フラミンゴ B戦 25分1本

15:45 エナージア MATORIX エナージア B戦 25分1本

16:15 amic 尾崎中 尾崎中 B戦 25分1本

日　時 会場： 熊取北中学校

会場責任者： 熊取北中　板宮

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

13:00 フラミンゴFC ピスカリッサ FC岸和田 FC岸和田 ディアマンテ

14:15 FC岸和田 ディアマンテ ピスカリッサ ピスカリッサ フラミンゴ

15:30 フラミンゴFC ピスカリッサ 相互 B戦 25分1本

16:00 FC岸和田 ディアマンテ 相互 B戦 25分1本

日　時 会場： 深北緑地G

会場責任者： フラミンゴFC　天野

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

13:30 RESC ピスカリッサ パスドゥーロ パスドゥーロ フラミンゴFC

14:45 フラミンゴFC パスドゥーロ RESC RESC ピスカリッサ

16:00 RESC ピスカリッサ 相互 B戦 25分1本

16:30 フラミンゴFC パスドゥーロ 相互 B戦 25分1本

日　時 会場： とどろみG

会場責任者： ヴィトーリア　福永

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

9:30 ヴィスポさやま ヴィトーリア クラベリーナ クラベリーナ パスドゥーロ

10:45 クラベリーナ パスドゥーロ エナージア エナージア ピスカリッサ

12:00 エナージア ピスカリッサ ヴィスポ ヴィスポ ヴィトーリア

13:15 ヴィスポさやま ヴィトーリア 相互 B戦 25分ハーフ

14:15 クラベリーナ パスドゥーロ 相互 B戦 25分ハーフ

15:15 エナージア ピスカリッサ 相互 B戦 25分ハーフ

日　時 会場： J-Green堺S15

会場責任者： ヴィスポさやま　林部

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

9:15 ヴィスポさやま ピスカリッサ フラミンゴFC フラミンゴFC ヴィトーリア

10:30 フラミンゴFC ヴィトーリア フィーリア フィーリア クラベリーナ

11:45 クラベリーナ フィーリア ピスカリッサ ピスカリッサ ヴィスポさやま

13:00 ヴィスポさやま ピスカリッサ 相互 TM 30分ハーフ

14:15 フラミンゴFC ヴィトーリア 相互 TM 30分ハーフ

15:30 クラベリーナ フィーリア 相互 TM 30分ハーフ


