
　　　大会初日タイムスケジュール　
〇第１人工芝フィールド 12分ハーフ（12分ー2分ー12分）入れ替え4分の計30分回し

時間 審判 審判

① 9:00 ＧＲＡＳＩＯＮ① vs 野田② 相互 狭山② vs サクラユナイテッド 相互

② 9:30 狭山① vs ＧＲＡＳＩＯＮ② 相互 ＬＳＡ vs 長岡京 相互

③ 10:00 野田② vs 名張テコス 相互 サクラユナイテッド vs MFC.VOICE 相互

④ 10:30 ＧＲＡＳＩＯＮ③ vs 奈良東和 相互 パスドゥーロ② vs ＦＲＥＥＤＡＭ 相互

⑤ 11:00 ＧＲＡＳＩＯＮ② vs シリウス 相互 長岡京 vs 塚原サンクラブ 相互

⑥ 11:30 GRASION① vs 名張テコス 相互 狭山② vs MFC.VOICE 相互

⑦ 12:00 狭山① vs シリウス 相互 ＬＳＡ vs 塚原サンクラブ 相互

⑧ 12:30 ＧＲＡＳＩＯＮ③ vs パスドゥーロ② 相互 奈良東和 vs ＦＲＥＥＤＡＭ 相互

⑨ 13:00 野田② TM 長岡京 相互 GRASION② TM サクラユナイテッド 相互

⑩ 13:30 ＧＲＡＳＩＯＮ① TM MFC.VOICE 相互 狭山② TM 名張テコス 相互

⑪ 14:00 狭山① TM LSA 相互 シリウス TM 塚原サンクラブ 相互

⑫ 14:30 ＧＲＡＳＩＯＮ③ vs FREEDAM 相互 奈良東和 vs パスドゥーロ② 相互

ＴＭ 15:00 GRASION② TM 狭山② 相互 GRASION③ TM パスドゥーロ② 相互

ＴＭ 15:30 GRASION① TM 狭山① 相互 シリウス TM 相互

ＴＭ 16:00 TM 相互 TM 相互

★緑枠がスマイルカップとなっております

時間 審判 審判

① 9:00 パスドゥーロ vs クレセドール 相互 イデア北池田 vs 大阪リスペクト 相互

② 9:30 クリアティーバ vs 石切東 相互 野田① vs 枚方 相互

③ 10:00 クレセドール vs ディヴェルタ 相互 大阪リスペクト vs シルフィード① 相互

④ 10:30 FCC vs デポルターレ 相互 ＧＲＡＳＩＯＮ　Ｕ9 vs ＯＮＣＥ② 相互

⑤ 11:00 石切東 vs 新田南 相互 枚方 vs シルフィード② 相互

⑥ 11:30 パスドゥーロ vs ディヴェルタ 相互 イデア北池田 vs シルフィード① 相互

⑦ 12:00 クリアティーバ vs 新田南 相互 野田① vs シルフィード② 相互

⑧ 12:30 FCC vs ＧＲＡＳＩＯＮ　Ｕ9 相互 デポルターレ vs ＯＮＣＥ② 相互

⑨ 13:00 クレセドール TM 枚方 相互 大阪リスペクト TM 石切東 相互

⑩ 13:30 パスドゥーロ TM イデア北池田 相互 ディヴェルタ TM シルフィード① 相互

⑪ 14:00 クリアティーバ TM 野田① 相互 新田南 TM シルフィード② 相互

⑫ 14:30 FCC vs ＯＮＣＥ② 相互 ＧＲＡＳＩＯＮ　Ｕ9 vs デポルターレ 相互

ＴＭ 15:00 パスドゥーロ TM シルフィード① 相互 イデア北池田 TM 相互

ＴＭ 15:30 ONCE TM シルフィード② 相互 FCC TM ＧＲＡＳＩＯＮ　Ｕ9 相互

ＴＭ 16:00 TM 相互 TM 相互

※　1試合目のチームはゴールのセッティングをお願い致します

※　前半が左、後半が右側のチームが審判を行ってください

※　12分-２分-12分の入れ替え4分とハーフタイムも短く相互審でタイトなスケジュールとなっておりますが

ご協力宜しくお願い致します

※　時間の関係上、ベンチ挨拶は省略とさせていただきます

Ａコート Ｂコート

　〇第二人工芝フィールド

Ｃコート Ｄコート




