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４月２８日（土）　J-GREEN堺（S15）  会場責任者：ヴィスポさやま      

No. 時間 対戦カード 主審 副審１ 副審２ ４審 記録
M1 10:00 ヴィトーリア vs IRIS生野 協会 協会 協会 ヴィスポ pazduro

M2 11:40 スペランツァ vs クラベリーナ 協会 協会 協会 ヴィトーリア IRIS生野
M3 13:20 ヴィスポ vs pazduro 協会 協会 協会 スペランツァ クラベリーナ

          

４月２８日（土）　J-GREEN堺（S16）  会場責任者：大阪COSMO.FC      

No. 時間 対戦カード 主審 副審１ 副審２ ４審 記録
M4 10:00 RESC vs フラミンゴ 協会 協会 協会 KIYO Piscarisa

M5 11:40 filha vs 大阪COSMO. 協会 協会 協会 RESC フラミンゴ
M6 13:20 KIYO vs Piscarisa 協会 協会 協会 filha 大阪COSMO.

          

４月３０日（月・振）　J-GREEN堺（S15）  会場責任者：mfl filha fc      

No. 時間 対戦カード 主審 副審１ 副審２ ４審 記録
M7 10:00 ヴィトーリア vs ヴィスポ 協会 協会 協会 pazduro IRIS生野
M8 11:40 filha vs gloria 協会 協会 協会 ヴィスポ ヴィトーリア
M9 13:20 IRIS生野 vs pazduro 協会 協会 協会 gloria filha

          

４月３０日（月・振）　J-GREEN堺（S16）  会場責任者：ｺﾉﾐﾔ・ｽﾍﾟﾗﾝﾂｧ大阪高槻U15      

 時間 対戦カード 主審 副審１ 副審２ ４審 記録
M10 10:00 RESC vs KIYO 協会 協会 協会 Piscarisa フラミンゴ
M11 11:40 スペランツァ vs ESB 協会 協会 協会 KIYO RESC

M12 13:20 フラミンゴ vs Piscarisa 協会 協会 協会 ESB スペランツァ
          

５月３日（木・祝）　箕面とどろみグラウンド  会場責任者：FCヴィトーリア      

 時間 対戦カード 主審 副審１ 副審２ ４審 記録
M13 10:00 ヴィトーリア vs pazduro 協会 協会 協会 IRIS生野 ヴィスポ
M14 11:40 大阪COSMO. vs gloria 協会 協会 協会 ヴィトーリア pazduro

M15 13:20 IRIS生野 vs ヴィスポ 協会 協会 協会 大阪COSMO. gloria

決勝トーナメント予選リーグ



          

５月３日（木・祝）　J-GREEN堺（S10）  会場責任者：RESC GIRLS U-15      

 時間 対戦カード 主審 副審１ 副審２ ４審 記録
M16 10:00 RESC vs Piscarisa 協会 協会 協会 フラミンゴ KIYO

M17 11:40 クラベリーナ vs ESB 協会 協会 協会 RESC Piscarisa

M18 13:20 フラミンゴ vs KIYO 協会 協会 協会 クラベリーナ ESB


