
番号 時間 審判 審判

① 9:00 フォルテ vs 加茂 ＡＬＯＮＺＡ　Ａ 六条 vs ディアブロッサ大阪 塚原サンクラブ

② 9:30 ＡＬＯＮＺＡ　Ａ vs フエゴ 加茂 塚原サンクラブ vs ＡＳＧジュニオールＡ 六条

③ 10:00 グラシオンＡ vs 長岡京Ｂ 京都大塚 伊勢ＹＡＭＡＴＯ vs リオグランデ 奈良東和

④ 10:30 ＡＳフットボール vs 京都大塚 グラシオンＡ なみはや vs 奈良東和 伊勢ＹＡＭＡＴＯ

⑤ 11:00 フォルテ vs 六条 ＡＳフットボール 加茂 vs ディアブロッサ大阪 なみはや

⑥ 11:30 ＡＬＯＮＺＡ　Ａ vs 塚原サンクラブ フォルテ フエゴ vs ＡＳＧジュニオールＡ ディアブロッサ大阪

⑦ 12:00 グラシオンＡ vs 伊勢ＹＡＭＡＴＯ 塚原サンクラブ 長岡京Ｂ vs リオグランデ ＡＳＧジュニオールＡ

⑧ 12:30 ＡＳフットボール vs なみはや グラシオンＡ 京都大塚 vs 奈良東和 長岡京Ｂ

⑨ 13:00 フォルテ vs ディアブロッサ大阪 なみはや 加茂 vs 六条 京都大塚

⑩ 13:30 ＡＬＯＮＺＡ　Ａ vs ＡＳＧジュニオールＡ ディアブロッサ大阪 フエゴ vs 塚原サンクラブ 加茂

⑪ 14:00 グラシオンＡ vs リオグランデ ＡＳＧジュニオールＡ 長岡京Ｂ vs 伊勢ＹＡＭＡＴＯ フエゴ

⑫ 14:30 ＡＳフットボール vs 奈良東和 リオグランデ 京都大塚 vs なみはや 長岡京Ｂ

ＴＭ 15:00 ＡＳＧ　Ａ vs ＡＬＯＮＺＡ 相互 ヴィッセル神戸 vs グラシオンＡ 相互

ＴＭ 15:30 ＡＳフットボール vs 相互 京都大塚 vs ＡＳＧ　Ａ 相互

ＴＭ 16:00 ＡＳフットボール vs 相互 ＡＬＯＮＺＡ vs グラシオンＡ 相互

ＴＭ 16:30 vs 相互 vs 相互

番号 時間 審判 審判

① 9:00 梶 vs ＡＬＯＮＺＡ　Ｂ 京都田辺 西京極 vs アバンティ茨木Ａ ヴィッセル神戸

② 9:30 京都田辺 vs アバンティ茨木Ｂ ＡＬＯＮＺＡ　Ｂ ヴィッセル神戸 vs サクラユナイテッド 西京極

③ 10:00 ＡＳＧジュニオールＢ vs 長岡京Ａ アミティエ草津 高石中央 vs エベイユ デラサル

④ 10:30 グラシオンＢ vs アミティエ草津 ＡＳＧジュニオールＢ ボヘミア大阪 vs デラサル 高石中央

⑤ 11:00 梶 vs 西京極 グラシオンＢ ＡＬＯＮＺＡ　Ｂ vs アバンティ茨木Ａ ボヘミア大阪

⑥ 11:30 京都田辺 vs ヴィッセル神戸 梶 アバンティ茨木Ｂ vs サクラユナイテッド アバンティ茨木Ａ

⑦ 12:00 ＡＳＧジュニオールＢ vs 高石中央 ヴィッセル神戸 長岡京Ａ vs エベイユ サクラユナイテッド

⑧ 12:30 グラシオンＢ vs ボヘミア大阪 ＡＳＧジュニオールＢ アミティエ草津 vs デラサル 長岡京Ａ

⑨ 13:00 梶 vs アバンティ茨木Ａ ボヘミア大阪 ＡＬＯＮＺＡ　Ｂ vs 西京極 アミティエ草津

⑩ 13:30 京都田辺 vs サクラユナイテッド アバンティ茨木Ａ アバンティ茨木Ｂ vs ヴィッセル神戸 ＡＬＯＮＺＡ　Ｂ

⑪ 14:00 ＡＳＧジュニオールＢ vs エベイユ サクラユナイテッド 長岡京Ａ vs 高石中央 アバンティ茨木Ｂ

⑫ 14:30 グラシオンＢ vs デラサル エベイユ アミティエ草津 vs ボヘミア大阪 長岡京Ａ

ＴＭ 15:00 エベイユ vs なみはや 相互 ＡＳＧ　Ｂ vs 相互

ＴＭ 15:30 エベイユ vs デラサル 相互 グラシオンＢ vs ＡＳＧ　Ｂ 相互

ＴＭ 16:00 エベイユ vs 相互 グラシオンＢ vs なみはや 相互

ＴＭ 16:00 相互 なみはや 相互

第５回関西ジュニアサッカー選手権大会 Ｕ９

Ａコート Ｂコート

Ｃコート Ｄコート

★７人制　１０分ハーフ（１０分ー５分ー１０分）

★７人制　１０分ハーフ（１０分ー５分ー１０分）


