
日程 会場 時間 ユニフォーム ホームチーム アウェイチーム ユニフォーム 当番 第4審

9:15 エンジ・水 Ｆ.Ｃ. Ｌａｚｏ 泉州泉佐野フットボールクラブ 黄・緑 泉州泉佐野FC 阪南大

11:15 赤・灰 アイン食品 阪南大Revolution 白・黄 泉州泉佐野FC 泉州泉佐野FC

13:15 緑・橙 Ｒｏｕｔｅ１１ 守口フットボールクラブ 白・赤 守口ＦＣ 枚方ＦＣ

15:15 赤・水 ＡＣミドルレンジ 枚方フットボールクラブ 黄・緑 守口ＦＣ 守口ＦＣ

9:15 赤・橙 ＯＫＦＣ 大阪ガス 白・黄 大阪ガス 吹田ジョカトーレ

11:15 青・赤 豊中ＦＣ 吹田ジョカトーレ千里Ｆ.Ｃ 白・緑 大阪ガス 大阪ガス

13:15 緑・橙 ＯＳＵ．ＦＣ 貝塚フットボール・クラブ 白・水 貝塚Ｆ・Ｃ ＳＯＧＮＯ ＦＣ

15:15 白・赤 ジュエＦＣ ＳＯＧＮＯ ＦＣ 青・黄 貝塚Ｆ・Ｃ 貝塚Ｆ・Ｃ

9:15 エンジ・緑 吹田ジョカトーレ千里Ｆ.Ｃ ＯＳＵ．ＦＣ 白・水 ＯＳＵ．ＦＣ ジュエＦＣ

11:15 白・黄 大阪ガス ジュエＦＣ 水・赤 ＯＳＵ．ＦＣ ＯＳＵ．ＦＣ

13:15 赤・灰 枚方フットボールクラブ Ｆ.Ｃ. Ｌａｚｏ 青・緑 Ｆ.Ｃ. Ｌａｚｏ アイン食品

15:15 黄・赤 守口フットボールクラブ アイン食品 白・灰 Ｆ.Ｃ. Ｌａｚｏ Ｆ.Ｃ. Ｌａｚｏ

13:15 青・赤 阪南大Revolution Ｒｏｕｔｅ１１ 白・橙 Ｒｏｕｔｅ１１ ＡＣミドルレンジ

15:15 エンジ・緑 泉州泉佐野フットボールクラブ ＡＣミドルレンジ 白・水 Ｒｏｕｔｅ１１ Ｒｏｕｔｅ１１

17:15 青・黄 ＳＯＧＮＯ ＦＣ ＯＫＦＣ 白・橙 ＯＫＦＣ 豊中ＦＣ

19:15 紫・水 貝塚フットボール・クラブ 豊中ＦＣ 白・緑 ＯＫＦＣ ＯＫＦＣ

9:15 赤・黄 ＡＣミドルレンジ ＳＯＧＮＯ ＦＣ 青・灰 ＳＯＧＮＯ ＦＣ 守口ＦＣ

11:15 緑・水 ＯＳＵ．ＦＣ 守口フットボールクラブ 白・赤 ＳＯＧＮＯ ＦＣ ＳＯＧＮＯ ＦＣ

13:15 青・赤 豊中ＦＣ 阪南大Revolution 白・黄 阪南大 大阪ガス

15:15 青・緑 Ｆ.Ｃ. Ｌａｚｏ 大阪ガス 白・黄 阪南大 阪南大

13:15 白・赤 ジュエＦＣ 枚方フットボールクラブ 黄・緑 枚方ＦＣ 貝塚Ｆ・Ｃ

15:15 緑・橙 Ｒｏｕｔｅ１１ 貝塚フットボール・クラブ 白・水 枚方ＦＣ 枚方ＦＣ

17:15 赤・黄 アイン食品 吹田ジョカトーレ千里Ｆ.Ｃ 白・緑 吹田ジョカトーレ 泉州泉佐野ＦＣ

19:15 赤・紫 ＯＫＦＣ 泉州泉佐野フットボールクラブ 黄・水 吹田ジョカトーレ 吹田ジョカトーレ

9:15 黄・赤 守口フットボールクラブ 豊中ＦＣ 白・緑 豊中ＦＣ ＯＫＦＣ

11:15 黄・緑 枚方フットボールクラブ ＯＫＦＣ 赤・紫 豊中ＦＣ 豊中ＦＣ

13:15 エンジ・水 泉州泉佐野フットボールクラブ ジュエＦＣ 水・青 ジュエＦＣ ＯＳＵ．ＦＣ

15:15 青・赤 阪南大Revolution ＯＳＵ．ＦＣ 白・橙 ジュエＦＣ ジュエＦＣ

9:15 紫・水 貝塚フットボール・クラブ アイン食品 白・黄 アイン食品 Ｆ.Ｃ. Ｌａｚｏ

11:15 青・灰 ＳＯＧＮＯ ＦＣ Ｆ.Ｃ. Ｌａｚｏ エンジ・緑 アイン食品 アイン食品

13:15 水・赤 大阪ガス ＡＣミドルレンジ 白・黄 ACミドルレンジ Ｒｏｕｔｅ１１

15:15 エンジ・青 吹田ジョカトーレ千里Ｆ.Ｃ Ｒｏｕｔｅ１１ 白・灰 ACミドルレンジ ＡＣミドルレンジ

9:15 青・灰 ＳＯＧＮＯ ＦＣ 泉州泉佐野フットボールクラブ 黄・緑 泉州泉佐野FC 阪南大

11:15 紫・水 貝塚フットボール・クラブ 阪南大Revolution 白・黄 泉州泉佐野FC 泉州泉佐野FC

13:15 赤・黄 アイン食品 ＯＳＵ．ＦＣ 白・水 ＯＳＵ．ＦＣ 枚方ＦＣ

15:15 水・黄 大阪ガス 枚方フットボールクラブ 赤・灰 ＯＳＵ．ＦＣ ＯＳＵ．ＦＣ

9:15 赤・水 ＡＣミドルレンジ ＯＫＦＣ 白・橙 ＯＫＦＣ 豊中ＦＣ

11:15 緑・橙 Ｒｏｕｔｅ１１ 豊中ＦＣ 白・赤 ＯＫＦＣ ＯＫＦＣ

13:15 エンジ・緑 吹田ジョカトーレ千里Ｆ.Ｃ 守口フットボールクラブ 白・灰 守口ＦＣ ジュエＦＣ

15:15 エンジ・緑 Ｆ.Ｃ. Ｌａｚｏ ジュエＦＣ 水・青 守口ＦＣ 守口ＦＣ

2021年度大阪府社会人サッカー１部リーグ日程表

第１節

第３節

第４節

6月20日

J-GREEN堺

J-GREEN堺

6月27日

ＯＦＡ四條畷

いずみスポーツビレッジ

第５節

第２節

J-GREEN堺

ＯＦＡ万博
フットボール
センター（Ａ）

7月4日

7月18日

いずみスポーツビレッジ

7月11日

大枝公園

いずみスポーツビレッジ

J-GREEN堺



日程 会場 時間 ユニフォーム ホームチーム アウェイチーム ユニフォーム 当番 第4審

9:15 緑・水 ＯＳＵ．ＦＣ Ｒｏｕｔｅ１１ 白・橙 Ｒｏｕｔｅ１１ ＳＯＧＮＯ ＦＣ

11:15 黄・緑 枚方フットボールクラブ ＳＯＧＮＯ ＦＣ 赤・灰 Ｒｏｕｔｅ１１ Ｒｏｕｔｅ１１

13:15 白・橙 ＯＫＦＣ Ｆ.Ｃ. Ｌａｚｏ 青・緑 Ｆ.Ｃ. Ｌａｚｏ 吹田ジョカトーレ

15:15 青・黄 阪南大Revolution 吹田ジョカトーレ千里Ｆ.Ｃ 白・緑 Ｆ.Ｃ. Ｌａｚｏ Ｆ.Ｃ. Ｌａｚｏ

9:15 黄・灰 守口フットボールクラブ 貝塚フットボール・クラブ 白・緑 貝塚Ｆ・Ｃ ＡＣミドルレンジ

11:15 白・青 ジュエＦＣ ＡＣミドルレンジ 赤・黄 貝塚Ｆ・Ｃ 貝塚Ｆ・Ｃ

13:15 エンジ・緑 泉州泉佐野フットボールクラブ 大阪ガス 白・黄 大阪ガス アイン食品

15:15 青・緑 豊中ＦＣ アイン食品 白・黄 大阪ガス 大阪ガス

13:15 赤・橙 ＯＫＦＣ ジュエＦＣ 水・青 ジュエＦＣ ＯＳＵ．ＦＣ

15:15 青・赤 豊中ＦＣ ＯＳＵ．ＦＣ 白・橙 ジュエＦＣ ジュエＦＣ

17:15 エンジ・緑 Ｆ.Ｃ. Ｌａｚｏ ＡＣミドルレンジ 白・水 ＡＣミドルレンジ Ｒｏｕｔｅ１１

19:15 赤・黄 アイン食品 Ｒｏｕｔｅ１１ 緑・灰 ＡＣミドルレンジ ＡＣミドルレンジ

13:15 紫・水 貝塚フットボール・クラブ 吹田ジョカトーレ千里Ｆ.Ｃ 白・緑 吹田ジョカトーレ 泉州泉佐野ＦＣ

15:15 赤・灰 枚方フットボールクラブ 泉州泉佐野フットボールクラブ 黄・水 吹田ジョカトーレ 吹田ジョカトーレ

17:15 黄・灰 守口フットボールクラブ 阪南大Revolution 白・赤 阪南大 大阪ガス

19:15 青・黄 ＳＯＧＮＯ ＦＣ 大阪ガス 白・赤 阪南大 阪南大

9:15 エンジ・水 Ｆ.Ｃ. Ｌａｚｏ アイン食品 白・黄 アイン食品 ジュエＦＣ

11:15 緑・橙 ＯＳＵ．ＦＣ ジュエＦＣ 水・赤 アイン食品 アイン食品

13:15 赤・橙 ＯＫＦＣ 豊中ＦＣ 白・緑 豊中ＦＣ 守口ＦＣ

15:15 赤・緑 枚方フットボールクラブ 守口フットボールクラブ 黄・灰 豊中ＦＣ 豊中ＦＣ

9:15 青・赤 阪南大Revolution 泉州泉佐野フットボールクラブ 黄・緑 泉州泉佐野FC 大阪ガス

11:15 エンジ・緑 吹田ジョカトーレ千里Ｆ.Ｃ 大阪ガス 白・黄 泉州泉佐野FC 泉州泉佐野FC

13:15 青・黄 ＳＯＧＮＯ ＦＣ 貝塚フットボール・クラブ 白・緑 貝塚Ｆ・Ｃ ＡＣミドルレンジ

15:15 緑・橙 Ｒｏｕｔｅ１１ ＡＣミドルレンジ 白・水 貝塚Ｆ・Ｃ 貝塚Ｆ・Ｃ

9:15 黄・灰 守口フットボールクラブ 大阪ガス 白・赤 大阪ガス アイン食品

11:15 白・青 ジュエＦＣ アイン食品 赤・黄 大阪ガス 大阪ガス

13:15 黄・灰 枚方フットボールクラブ 吹田ジョカトーレ千里Ｆ.Ｃ エンジ・緑 吹田ジョカトーレ 貝塚Ｆ・Ｃ

15:15 エンジ・水 泉州泉佐野フットボールクラブ 貝塚フットボール・クラブ 白・緑 吹田ジョカトーレ 吹田ジョカトーレ

9:15 青・赤 豊中ＦＣ ＡＣミドルレンジ 白・黄 ＡＣミドルレンジ ＳＯＧＮＯ ＦＣ

11:15 青・黄 阪南大Revolution ＳＯＧＮＯ ＦＣ 赤・灰 ＡＣミドルレンジ ＡＣミドルレンジ

13:15 緑・橙 ＯＳＵ．ＦＣ Ｆ.Ｃ. Ｌａｚｏ エンジ・水 Ｆ.Ｃ. Ｌａｚｏ Ｒｏｕｔｅ１１

15:15 赤・橙 ＯＫＦＣ Ｒｏｕｔｅ１１ 緑・灰 Ｆ.Ｃ. Ｌａｚｏ Ｆ.Ｃ. Ｌａｚｏ

9:15 紫・緑 貝塚フットボール・クラブ 枚方フットボールクラブ 黄・灰 枚方ＦＣ 阪南大

11:15 水・赤 大阪ガス 阪南大Revolution 白・黄 枚方ＦＣ 枚方ＦＣ

13:15 緑・灰 Ｒｏｕｔｅ１１ ジュエＦＣ 水・赤 ジュエＦＣ 豊中ＦＣ

15:15 エンジ・水 Ｆ.Ｃ. Ｌａｚｏ 豊中ＦＣ 白・緑 ジュエＦＣ ジュエＦＣ

9:15 赤・黄 アイン食品 ＯＫＦＣ 白・橙 ＯＫＦＣ ＯＳＵ．ＦＣ

11:15 赤・黄 ＡＣミドルレンジ ＯＳＵ．ＦＣ 緑・水 ＯＫＦＣ ＯＫＦＣ

13:15 青・黄 ＳＯＧＮＯ ＦＣ 守口フットボールクラブ 白・赤 守口ＦＣ 泉州泉佐野ＦＣ

15:15 エンジ・緑 吹田ジョカトーレ千里Ｆ.Ｃ 泉州泉佐野フットボールクラブ 黄・水 守口ＦＣ 守口ＦＣ

2021年度大阪府社会人サッカー１部リーグ日程表

第6節

いずみスポーツビレッジ

鶴見緑地球技場

8月8日

8月29日

J-GREEN堺

J-GREEN堺

第10節

第9節

第8節

第7節

10月3日

いずみスポーツビレッジ

J-GREEN堺

9月12日

ＯＦＡ万博
フットボール
センター（Ａ）

いずみスポーツビレッジ

いずみスポーツビレッジ

J-GREEN堺

9月19日

9月26日



日程 会場 時間 ユニフォーム ホームチーム アウェイチーム ユニフォーム 当番 第4審

9:15 エンジ・緑 吹田ジョカトーレ千里Ｆ.Ｃ ＳＯＧＮＯ ＦＣ 青・灰 ＳＯＧＮＯ ＦＣ 守口ＦＣ

11:15 エンジ・水 泉州泉佐野フットボールクラブ 守口フットボールクラブ 白・灰 ＳＯＧＮＯ ＦＣ ＳＯＧＮＯ ＦＣ

13:15 赤・水 ＡＣミドルレンジ アイン食品 白・黄 アイン食品 貝塚Ｆ・Ｃ

15:15 水・黄 大阪ガス 貝塚フットボール・クラブ 白・緑 アイン食品 アイン食品

9:15 白・赤 ジュエＦＣ 豊中ＦＣ 青・緑 豊中ＦＣ Ｆ.Ｃ. Ｌａｚｏ

11:15 緑・灰 Ｒｏｕｔｅ１１ Ｆ.Ｃ. Ｌａｚｏ エンジ・水 豊中ＦＣ 豊中ＦＣ

13:15 青・黄 阪南大Revolution 枚方フットボールクラブ 赤・灰 枚方ＦＣ ＯＫＦＣ

15:15 緑・水 ＯＳＵ．ＦＣ ＯＫＦＣ 白・橙 枚方ＦＣ 枚方ＦＣ

9:15 白・赤 ジュエＦＣ 阪南大Revolution 青・緑 阪南大 貝塚Ｆ・Ｃ

11:15 エンジ・水 Ｆ.Ｃ. Ｌａｚｏ 貝塚フットボール・クラブ 白・緑 阪南大 阪南大

13:15 赤・黄 アイン食品 ＳＯＧＮＯ ＦＣ 青・灰 ＳＯＧＮＯ ＦＣ 泉州泉佐野FC

15:15 緑・橙 ＯＳＵ．ＦＣ 泉州泉佐野フットボールクラブ 黄・水 ＳＯＧＮＯ ＦＣ ＳＯＧＮＯ ＦＣ

9:15 青・緑 豊中ＦＣ 枚方フットボールクラブ 赤・灰 枚方ＦＣ 守口ＦＣ

11:15 赤・橙 ＯＫＦＣ 守口フットボールクラブ 白・灰 枚方ＦＣ 枚方ＦＣ

13:15 緑・橙 Ｒｏｕｔｅ１１ 大阪ガス 白・赤 大阪ガス 吹田ジョカトーレ

15:15 赤・黄 ＡＣミドルレンジ 吹田ジョカトーレ千里Ｆ.Ｃ 白・青 大阪ガス 大阪ガス

9:15 青・黄 ＳＯＧＮＯ ＦＣ Ｒｏｕｔｅ１１ 白・橙 Ｒｏｕｔｅ１１ Ｆ.Ｃ. Ｌａｚｏ

11:15 白・緑 吹田ジョカトーレ千里Ｆ.Ｃ Ｆ.Ｃ. Ｌａｚｏ エンジ・水 Ｒｏｕｔｅ１１ Ｒｏｕｔｅ１１

13:15 黄・灰 枚方フットボールクラブ ＯＳＵ．ＦＣ 緑・橙 ＯＳＵ．ＦＣ ジュエＦＣ

15:15 黄・灰 守口フットボールクラブ ジュエＦＣ 白・赤 ＯＳＵ．ＦＣ ＯＳＵ．ＦＣ

9:15 水・赤 大阪ガス アイン食品 白・黄 アイン食品 ＡＣミドルレンジ

11:15 紫・水 貝塚フットボール・クラブ ＡＣミドルレンジ 白・黄 アイン食品 アイン食品

13:15 エンジ・水 泉州泉佐野フットボールクラブ 豊中ＦＣ 白・黄 豊中ＦＣ ＯＫＦＣ

15:15 青・黄 阪南大Revolution ＯＫＦＣ 白・橙 豊中ＦＣ 豊中ＦＣ

9:15 エンジ・水 Ｆ.Ｃ. Ｌａｚｏ 守口フットボールクラブ 白・灰 守口ＦＣ 阪南大

11:15 赤・水 ＡＣミドルレンジ 阪南大Revolution 白・黄 守口ＦＣ 守口ＦＣ

13:15 白・橙 ＯＫＦＣ 貝塚フットボール・クラブ 紫・水 貝塚Ｆ・Ｃ 大阪ガス

15:15 緑・橙 ＯＳＵ．ＦＣ 大阪ガス 白・赤 貝塚Ｆ・Ｃ 貝塚Ｆ・Ｃ

17:15 緑・灰 Ｒｏｕｔｅ１１ 泉州泉佐野フットボールクラブ 黄・水 泉州泉佐野ＦＣ ＳＯＧＮＯ ＦＣ

19:15 青・緑 豊中ＦＣ ＳＯＧＮＯ ＦＣ 赤・黄 泉州泉佐野ＦＣ 泉州泉佐野ＦＣ

13:15 水・青 ジュエＦＣ 吹田ジョカトーレ千里Ｆ.Ｃ エンジ・緑 吹田ジョカトーレ 枚方ＦＣ

15:15 赤・灰 アイン食品 枚方フットボールクラブ 黄・緑 吹田ジョカトーレ 吹田ジョカトーレ

9:15 エンジ・青 吹田ジョカトーレ千里Ｆ.Ｃ ＯＫＦＣ 白・橙 ＯＫＦＣ 豊中ＦＣ

11:15 水・赤 大阪ガス 豊中ＦＣ 白・緑 ＯＫＦＣ ＯＫＦＣ

13:15 紫・緑 貝塚フットボール・クラブ ジュエＦＣ 水・赤 ジュエＦＣ ＯＳＵ．ＦＣ

15:15 青・黄 ＳＯＧＮＯ ＦＣ ＯＳＵ．ＦＣ 白・橙 ジュエＦＣ ジュエＦＣ

9:15 白・緑 阪南大Revolution Ｆ.Ｃ. Ｌａｚｏ エンジ・水 Ｆ.Ｃ. Ｌａｚｏ アイン食品

11:15 エンジ・水 泉州泉佐野フットボールクラブ アイン食品 白・灰 Ｆ.Ｃ. Ｌａｚｏ Ｆ.Ｃ. Ｌａｚｏ

13:15 黄・灰 枚方フットボールクラブ Ｒｏｕｔｅ１１ 緑・橙 Ｒｏｕｔｅ１１ ＡＣミドルレンジ

15:15 黄・緑 守口フットボールクラブ ＡＣミドルレンジ 赤・水 Ｒｏｕｔｅ１１ Ｒｏｕｔｅ１１

2021年度大阪府社会人サッカー１部リーグ日程表

第11節 10月10日

泉佐野南部公園

いずみスポーツヴィレッジ

第15節

第12節

10月31日

J-GREEN堺

いずみスポーツヴィレッジ

11月7日

第13節

いずみスポーツヴィレッジ

鶴見緑地球技場

10月17日

10月24日

予備日：11月21日9時-17時　いずみスポーツヴィレッジ

第14節

11月14日

ＯＦＡ万博
フットボール
センター（Ａ）

J-GREEN堺

J-GREEN堺

J-GREEN堺


