
記号 記号

ラＬ ①

② ①

② ラＱ

⑤ ラＭ

② ①

② ①

ラＲ

①

記号 記号

ラＦ ⑤

⑤ ③

⑥ ④

④ ⑤

⑤ ③

④ ④

⑤

記号 記号

④ ⑥

③ ⑥

④ ⑥

③ ⑥

④ ⑥

③ ⑥

時間 ５月２５日（土）伊加賀スポーツセンター 主審

ＳＯＫＡ

５月２５日（土）サプリ村野 主審 副審 副審副審 副審 時間

梶

Ｄ大阪 沖 Ｔｉ交野 サダ12:00 スマイル 池の里 西長尾 セイント10:00 リトル

Ｄ大阪12:50 サダ

アクバス

中宮

樟葉10:50 西長尾

ｷｬﾝﾊﾞｽ リーベ② 長尾 交野 12:30 レバンテ12:30 枚方①

セイント リトル 中宮沖① Ｔｉ枚方 スマイル

沖

Ｔｉ交野 サダ スマイル 沖13:40 Ｔｉ枚方 樟葉 セイント 宇山 長尾②11:40 池の里

Ｄ大阪 Ｔｉ交野 Ｔｉ枚方 サダ14:30 脇田

梶

長尾② サクラ 池の里 樟葉12:30 宇山

アクバス ﾚﾊﾞﾝﾃ

沖① 脇田 Ｔｉ交野 Ｄ大阪15:20 Ｔｉ枚方

長尾① 泉 交野 ラＦ負 11:20 田原

サクラ ラＱ負 宇山 長尾②13:20 リトル

16:10 サダ

11:20 リーベ②

サクラ14:10 西長尾

梶

Ｔｉ交野 Ｄ大阪 Ｔｉ枚方 沖

ＳＯＫＡ 沖② ﾚﾊﾞﾝﾃ レオパルド

中宮 ラＭ負 リトル

沖 田原

10:10 交野 泉 枚方② 長尾 ｷｬﾝﾊﾞｽ 10:10

ラＭ勝 西長尾 中宮 サクラ15:00 ラＱ勝

リーベ② 9:00 レバンテ ﾚｵﾊﾟﾙﾄﾞ ＳＯＫＡ9:00 枚方② 長尾① 交野 泉

15:50 セイント

副審

※注意事項　雨天の場合電話確認（奥田様）０９０－４９０６－４６９２

副審５月２５日（土）交野イキイキＢ 主審

時間

サクラ 中宮 ラＱ勝 ラＭ勝

※注意事項　雨天の場合電話確認（福井様）０９０ー６２０７－４１２３

時間 ５月２５日（土）交野イキイキＡ 主審 副審 副審

枚方① 長尾 13:40 ＳＯＫＡ

※予定が変更されたり、追加される可能性がありますので常時ＨＰご確認お願いします。

ﾗｲﾌ北河内２次予選（白色）　全日リーグは１次リーグ（青色）

各チーム駐車台数センター内４台（その他は近隣の有料駐車場）

各チーム駐車台数３台（その他は有料駐車場）

ﾗｲﾌ北河内２次予選（白色）　全日リーグは１次リーグ（青色）

時間

リーベ① 田原 ﾚﾊﾞﾝﾃ

田原

13:40 ﾚｵﾊﾟﾙﾄﾞ 泉 ｷｬﾝﾊﾞｽ アクバス

14:50 枚方① 梶 ﾚｵﾊﾟﾙﾄﾞ 泉 ｷｬﾝﾊﾞｽ 14:50 田原 ｷｬﾝﾊﾞｽ リーベ① ＳＯＫＡ

交野 アクバス 枚方① 梶 ﾚｵﾊﾟﾙﾄﾞ

※注意事項　雨天の場合電話確認（河合様）０８０ー８９４５－１１１８

ﾗｲﾌ北河内２次予選（白色）　全日リーグは１次リーグ（青色） ﾗｲﾌ北河内２次予選（白色）　全日リーグは１次リーグ（青色）

アクバス

15:40

時間 ５月２６日（日）サプリ村野 主審 副審５月２５日（土）Ｊグリーン堺Ｓ１２ 主審 副審 副審

Ｌａｚｏ Ａ枚方

副審

9:20 Ｌａｚｏ① 浜町 ガンバ オンセ 北風

浜町 大東 10:20 Ｌａｚｏ②

長尾①9:30 Ｌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ

ＡＶＡＮＴＩ枚方 スマイル 長尾

枚方サン

10:30 オンセ 北風 Ｌａｚｏ

長尾 Ａ枚方

Ｌユナイ

11:40 Ｌａｚｏ① 大東 オンセ ガンバ 北風

浜町 Ｌａｚｏ 12:00 Ｌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ

スマイル11:10 枚方ｻﾝｸﾗﾌﾞ

ＡＶＡＮＴＩ枚方 枚方サン スマイル

Ｌａｚｏ

12:50 ガンバ① オンセ 大東 Ｌａｚｏ

14:00 浜町 大東 ガンバ 北風 Ｌａｚｏ 12:50 枚方ｻﾝｸﾗﾌﾞ

オンセ 13:40 Ｌａｚｏ②

長尾① Ａ枚方

15:10 ガンバ① 北風 浜町 大東 枚方サンスマイル Ｌユナイ 長尾

Ｌユナイスマイル

ﾗｲﾌ北河内２次予選（白色）　全日リーグは１次リーグ（青色） ﾗｲﾌ北河内２次予選（白色）　全日リーグは１次リーグ（青色）

各チーム駐車台数３台（その他は有料駐車場）

※注意事項　雨天の場合電話確認（村瀬様）０９０－２１０７－８２４７


