
  ※　試合時間は、１５分ー４分ー１５分
★第二人工芝　Ａグランド ★第二人工芝　Ｂグランド
番号 時間 審判 審判

① 9:00 セレッソ大阪 vs 青山ジュニア 相互 アミティエ草津 vs ロヴェスト神戸 相互

② 9:40 岡山オオタ vs デラサル 相互 レッドスター vs グラシオン② 相互

③ 10:20 グラシオン① vs 御蔵山グーニーズ 相互 ＡＺＵＬ岩出 vs ｔｏｎａｎ前橋 相互

④ 11:00 セレッソ大阪 vs アミティエ草津 相互 青山ジュニア vs ロヴェスト神戸 相互

⑤ 11:40 岡山オオタ vs レッドスター 相互 デラサル vs グラシオン② 相互

⑥ 12:20 グラシオン① vs ＡＺＵＬ岩出 相互 御蔵山グーニーズ vs ｔｏｎａｎ前橋 相互

⑦ 13:00 セレッソ大阪 vs ロヴェスト神戸 相互 青山ジュニア vs アミティエ草津 相互

⑧ 13:40 岡山オオタ vs グラシオン② 相互 デラサル vs レッドスター 相互

⑨ 14:20 グラシオン① vs ｔｏｎａｎ前橋 相互 御蔵山グーニーズ vs ＡＺＵＬ岩出 相互

⑩ 15:00 レッドスター vs ｔｏｎａｎ前橋 相互 グラシオン② vs ＡＺＵＬ岩出 相互

⑪ 15:40 vs 相互 御蔵山グーニーズ vs フォルテ 相互

17:00

★天然芝　Ｃグランド ★天然芝　Ｄグランド
番号 時間 審判 審判

① 9:20 センアーノ神戸 vs 伊勢ヤマト 相互 大阪市ジュネッス vs サクラユナイテッド 相互

② 10:00 フォルテ vs ジンガ三木 相互 なみはや vs アロンザ 相互

③ 10:40

④ 11:20 センアーノ神戸 vs 大阪市ジュネッス 相互 伊勢ヤマト vs サクラユナイテッド 相互

⑤ 12:00 フォルテ vs なみはや 相互 ジンガ三木 vs アロンザ 相互

⑥ 12:40

⑦ 13:20 センアーノ神戸 vs サクラユナイテッド 相互 伊勢ヤマト vs 大阪市ジュネッス 相互

⑧ 14:00 フォルテ vs アロンザ 相互 ジンガ三木 vs なみはや 相互

⑨ 14:40 伊勢ヤマト vs アロンザ 相互 デラサル vs ロヴェスト神戸 相互

⑩ 15:20 vs 相互 グラシオン① vs 相互

★第一人工芝　Ｅグランド ★第一人工芝　Ｆグランド
番号 時間 審判 審判

① 9:00 友渕 vs シルフィード① 相互 セレッソエリート vs ヴィッセル神戸 相互

② 9:40 ＡＺＲ vs シルフィード② 相互 ガンバ門真 vs エベイユ 相互

③ 10:20 ＹＦ奈良 vs レスク 相互 長岡京 vs レイ 相互

④ 11:00 ヴィッセル神戸 vs シルフィード① 相互 友渕 vs セレッソエリート 相互

⑤ 11:40 ガンバ門真 vs シルフィード② 相互 エベイユ vs ＡＺＲ 相互

⑥ 12:40 ＹＦ奈良 vs レイ 相互 レスク vs 長岡京 相互

⑦ 13:20 友渕 vs ヴィッセル神戸 相互 シルフィード① vs セレッソエリート 相互

⑧ 14:20 ガンバ門真 vs ＡＺＲ 相互 エベイユ vs シルフィード② 相互

⑨ 15:00 ＹＦ奈良 vs 長岡京 相互 レスク vs レイ 相互

⑩ 15:40 ＹＦ奈良 vs シルフィード① 相互 友渕 vs シルフィード② 相互

⑪ 16:20 vs 相互 ＡＺＲ vs レイ 相互

※時間の関係上、ベンチ挨拶はなしとさせていただきます。

20分休憩

20分休憩
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別団体が使用予定


