
記号 記号

記号 記号

※雨天決行 ※雨天決行

※雨天決行 ※雨天決行

時間 １０月４日（日）万博人工芝 主審 副審 副審
門真沖

【１０月予定】　北河内全日リーグ　2次リーグ　・代表決定トーナメント（２０分ハーフ）　※１０月より給水タイムはありません。

リーベ② 相互14:00 U-10 ガンバ② 交流
リーベ② 相互13:20 U-10 ガンバ② 交流

12:20 U-10 ガンバ① 交流 ジュネス 相互
11:40 U-10 宇山 交流 梶① 相互
11:00 U-10 ガンバ① 交流 リーベ 相互
10:20 U-10 若宮レックス 梶① 相互
9:40 U-10 ガンバ① AVANTI東大阪 相互

副審 副審
9:00 U-10 AVANTI枚方 梶① 相互

主審 副審 副審 時間 １０月３日（土）交野いきいきランドB 主審
U-10 宇山

リーベ
時間 １０月３日（土）交野いきいきランドA

9:40 U-10 ジュネス 交流
若宮レックス 相互9:00

U-10 宇山
リーベ 相互

11:00 U-10 ジュネス
AVANTI枚方 相互10:20

U-10 AVANTI枚方
AVANTI東大阪 相互

12:20 U-10 リーベ 交流
若宮レックス 相互11:40

1部 枚方FC
AVANTI東大阪 相互

Ti交野14:10 1部 アクバス
西長尾 アクバス 宇山 A枚方13:20

1部 大東①
AVANTI枚方 西長尾 枚方FC

相互
15:50 1部 Tiamo交野

宇山 サクラ 枚方FC Ti交野15:00
大東 宇山 相互

ガンバ② 交流 リーベ②
リーベ②A枚方

ガンバ

ガンバ

15:40 U-10サクラ①

ＡＶＡＮＴＩ枚方

15:00 U-10

9:10 ４種U-１１ Tiamo枚方

ガンバ② 交流

相互
時間

門真沖 相互9:50 ４種U-11 ガンバ② 交流
Tiamo枚方 相互10:30 ４種U-11 ガンバ②
サダ伊加賀 相互11:10 ４種U-10 なみはや
四條畷② 大東② レバンテ 交野ＦＣ11:50 代表Tウ なみはや
交野ＦＣ セイント なみはや 四條畷②12:40 代表Tう レバンテ
ガンバ 相互13:30 ４種U-1０ なみはや 交流
サダ伊加賀 ガンバ ウ負 う負14:10 1部 Lazo①

う勝 大東②15:00 代表Tエ ウ勝
15:50 代表Tえ う勝

セイント サダ

副審 副審
13:20 1部 Ｄ大阪 宇山 Ａ枚方 枚方ＦＣ Ｔｉ交野

主審

14:10 1部 ガンバ① サダ伊加賀 Ｄ大阪

１０月１０日（土）大枝公園人工芝

枚方ＦＣ Ｔｉ交野
15:00 1部 Ｌａｚｏ① Ｔｉａｍｏ交野 サダ 宇山 ガンバ

ＡＶＡＮＴＩ枚方 Ｌａｚｏ 宇山 ガンバ15:50 1部 枚方ＦＣ①

大東② Lazo ウ勝 セイント



記号

記号 記号

記号 記号

※駐車台数１チーム4台（その他は近隣の有料Ｐをご利用下さい。）
※雨天の場合は服部まで確認してください。

コンビニとドラッグストアでの乗り降りもご遠慮ください。

※駐車場開門は８：００以降です。
※雨天決行

15:40 Ｕ－１１ アクバス 交流 ＡＶＡＮＴＩ枚方

大東
時間 １０月１１日（日）四條畷人工芝Ａ 主審 副審 副審
9:00 代表Ｔオ エ勝 枚方② Ｌａｚｏ② 北風 え勝

北風 Ｌユナイ 枚方② エ勝9:50 代表Ｔお え勝

Ｌユナイテッド お勝 オ負 Ｌａｚｏ②11:00 代表Ｔカ オ勝
Ｌａｚｏ② オ勝 お負 Ｌユナイ11:50 代表Ｔか お勝 14:20 Ｕ－１１

※雨天決行

※雨天決行

Ａ枚方
時間
11:40 Ｕ－１１

13:00 Ｕ－１１

ガンバ

9:10
副審１０月１７日（土）大枝公園人工芝Ｂ　時間

交流 ガンバ② リトル
主審 副審

10:00 １部 Ｄ大阪 ＡＶＡＮＴＩ枚方 Ｌａｚｏ
Ｄ大阪 Ａ枚方 ４部４位

相互
ガンバ

リトル
時間 １０月１７日（土）大枝公園人工芝Ａ 主審

カ勝
10:50 １部 ガンバ① Ｌａｚｏ①

副審 副審
9:00 Ｕ－１１ 宇山 西長尾 相互

交野ＦＣ 相互9:40 Ｕ－１１ 池の里
西長尾 相互10:20 Ｕ－１１ 梶

11:00 Ｕ－１１ 池の里
11:40 Ｕ－１１ 宇山 交流

ＡＶＡＮＴＩ枚方 相互
梶 相互
Ｔｉａｍｏ交野 相互12:20 Ｕ－１１ 交野ＦＣ
門真沖 相互13:00 Ｕ－１０ ガンバ①
Ｔｉａｍｏ交野 相互13:40 Ｕ－１１ ＡＶＡＮＴＩ枚方

リトル 相互14:00 Ｕ－１２ ガンバ①

リトル 相互11:40 交流 ガンバ②
サクラ② 大東① か勝 四條畷①12:30 代表Ｔキ カ勝
四條畷① サクラ① カ勝 サクラ②13:20 代表Ｔき か勝
サクラ① ガンバ キ負 き負14:10 １部 大東①
池の里 大東① き勝 ジュネス15:00 代表Ｔク キ勝
ジュネス サクラ① キ勝 池の里15:50 代表Ｔく き勝

15:20 Ｕ－１０ ガンバ① 交流 梶② 相互
14:40 Ｕ－１０ 梶② 門真沖 相互

Ｔｉａｍｏ交野 相互
１０月１１日（日）大東市四条グランド 主審 副審 副審

12:20 Ｕ－１１ オンセ 交野ＦＣ 相互
Ｔｉａｍｏ交野 交流 サクラ① 相互

キャンバス

13:40 Ｕ－１１ キャンバス 交野ＦＣ 相互

相互
オンセ 交流 ＡＶＡＮＴＩ枚方 相互

相互
15:00 Ｕ－１１ アクバス サクラ①

交野
時間 １０月１０日（土）交野私部グランド 主審 副審 副審
16:00 代表Tウ なみはや

セイント ばみはや 四條畷
四條畷② 大東② レバンテ

18:00 代表Tエ ウ勝

交野ＦＣ
16:50 代表Tう レバンテ 交野ＦＣ

う勝
セイント ウ負 う勝 大東②

１０/４日の延期分

※１４：３０位から準備可能なので各チームお手伝いお願いいたします。

駐車場はいきいきランドにお願いします。

※大雨等で中止になった場合左記予定が１０月１１日四條畷人工芝になります。

大東② う負 ウ勝 セイント19:00 代表Tえ



記号 記号

記号

記号

※雨天決行 ※雨天決行

大東 く勝 ガンバ② 枚方サン13:50 １部

※雨天決行

15:00 Ｕ－１１ 梶 交流 ＡＶＡＮＴＩ枚方 相互
14:20 Ｕ－１１ Ｔｉａｍｏ枚方 交流 ＡＶＡＮＴＩ枚方 相互
13:40 Ｕ－１１ アクバス 交流 梶 相互
13:00 Ｕ－１１ 梶 Ｔｉａｍｏ枚方 相互
12:20 Ｕ－１１ アクバス 交流 ＡＶＡＮＴＩ枚方 相互

Ｄ大阪 枚方ＦＣ

ガンバ 宇山

宇山 枚方ＦＣ

12:00 １部 アクバス 枚方ＦＣ Ｄ大阪

主審
宇山 ガンバ

10:20 １部 ガンバ① Ｄ大阪 アクバス

サダ 西長尾（４審ﾌﾟﾗｽ）

11:40 Ｕ－１０ ＡＶＡＮＴＩ枚方 交流 キャンバス 相互

大東（４審ﾌﾟﾗｽ） 代表Ｔケ ク勝 中宮13:00 代表Ｔけ く勝 ガンバ② Ｔｉ交野 13:00
１０月１８日（土）四條畷人工芝Ｂ　 主審 副審 副審

大東 大東
時間 １０月１８日（日）四條畷人工芝Ａ 主審 副審 副審 時間

時間が変更となっております。

ク勝 中宮13:50 １部 サダ伊加賀 西長尾 田原Ｔｉａｍｏ交野

14:50 代表Ｔこ け勝

副審 副審

※試合数と参加チームの関係により審判の人数が足りませんのでトーナメントは１人審判（ﾌﾟﾗｽ補助４審）試合消化を最優先で１次リーグ形式で行います。

9:20 １部 アクバス

ガンバ
時間 １０月１８日（日）万博人工芝Ａ

14:50 代表Ｔコ ケ勝枚方サンクラブ 西長尾 Ｔｉ交野（４審ﾌﾟﾗｽ） 田原 ケ負 サダ（４審ﾌﾟﾗｽ）

11:00 Ｕ－１０ 若宮 Ｌユナイテッド 相互

西長尾 大東 け勝 枚方サン15:40 １部 Ｔｉａｍｏ交野 15:40

10:10 Ｕ－１０ ＡＶＡＮＴＩ枚方 Ｌユナイテッド 相互
9:30 Ｕ－１０ キャンバス 若宮 相互

Ａ枚方
時間 １０月１８日（日）大東四条グランド 主審 副審 副審

Ｔｉａｍｏ枚方 相互15:40 Ｕ－１１ アクバス 交流

時間が変更となっております。



記号 記号

記号 記号

記号

※雨天中止となります。２５日にスライドとなります。

代表Ｔさ 代表Ｔす シ勝
副審時間 １０月２５日（日）四條畷人工芝　 主審

ガンバ 大東

門真沖 こ勝 9:50
泉ＦＣし勝 長尾 梶

ス勝す勝 Ｔｉａｍｏ枚方 す負

代表Ｔス

時間

15:50
代表Ｔし 代表Ｔせ 梶

ガンバ
時間 １０月３１日（土）万博人工芝 主審 副審 副審

１部１１位 １部１０位 セ勝 １部１２位9:10 代表Ｔそ せ勝
１部１２位 １部８位 せ勝 １部１１位10:00 代表Ｔソ セ勝

１部１０位 そ負 ソ勝11:30 代表Ｔた そ勝
12:20 代表Ｔタ ソ勝 １部１０位 １部８位 ソ負

１部８位

１１月１日（日）会場調整中　 主審 副審
代表Ｔチ タ勝 １部９位

副審

代表Ｔち た勝 １部７位

１部６位代表Ｔツ チ勝
代表Ｔつ ち勝 ④代表決勝

時間 １１月？日（？）会場調整中　 主審

１部４位そ勝

副審 副審
代表Ｔテ ツ勝 ⑤代表決定戦 １部５位

代表Ｔシ Ｔｉ枚方 す勝ス勝 梶 ス負代表Ｔセサ負 さ勝 レオパルド 11:50サ勝 リトル
15:00 さ勝 レオパルド さ負 サ勝 リトル 11:00

シ勝 泉ＦＣ Ｔｉ枚方 し勝 長尾
リーベ コ勝 9:00

副審

13:50 コ勝 リーベ代表Ｔサ レオパルド

時間 １０月２４日（土）門真市民プラザ 主審 副審 副審
13:00 こ勝 門真沖 リトル


