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盾津東FC ヴィトーリア松原FC ワンパーパス 長野ＦＣＢ

藤井寺スポーツセンター

会場責任者： フラテッロ　川尻氏

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

日　時 12 28 会場：

ニュウ

11:50 ニュウFC 大阪市ジュネッスFC 長野ＦＣＢ FC岸和田 長野ＦＣＢ

10:30 長野ＦＣＢ FC岸和田 ニュウ

西浦i池Ｇ

会場責任者： ニュウＦＣ　石戸氏

試合責任

ジュネッス

試合時間 対　 　　戦 主審 副審

日　時 12 27 会場：

14:00

FC岸和田 ＦＣ千里中央

ワンパーパス

２部ＢブロックFC淀川 ワンパーパス

14:00 ２部Ｂブロック

試合時間

日　時 12 23 会場：

ＭＡＴＯＲＩＸ 阪南ユナイテッド

10:00 ＭＡＴＯＲＩＸ

11:20 久米田 ＲＦＣ 阪南ユナイテッド

阪南ユナイテッド 久米田

熊取町民Ｇ

会場責任者： ＭＡＴＯＲＩＸ　前川　敏也

試合責任

ＲＦＣ 久米田

試合時間 対　 　　戦 主審 副審

日　時 12 23 会場：

11:20 泉南セントラル ジョイナスFC ＦＣ千里中央

対　 　　戦 主審試合時間

会場責任者：

日　時 12 熊取町民Ｇ

ＭＡＴＯＲＩＸ　前川　敏也

2008年12月21日

ジュネッス フラテッロ

ヴィトーリア 盾津東

12:40

10:00 ワンパーパス

11:20 フラテッロF.C 大阪市ジュネッスFC 盾津東

長野ＦＣＢ フラテッロワンパーパス

15:20

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

２部Ｂブロック ２部Ｂブロック

八尾ユース

十三中G

会場責任者： FC淀川　今川　勝三

FC淀川 ワンパーパス和泉ＦＣ

10:00 ＭＡＴＯＲＩＸ ＦＣ千里中央 泉南セントラル ジョイナスFC 泉南セントラル

副審 試合責任

ＭＡＴＯＲＩＸ ＦＣ千里中央

21 会場：

08-09モルテン・大阪サッカーリーグ（U-15）
リーグ戦試合日程： Ａ4 ブロック 更新日時：

15:20 ガンバ堺 住之江キッズ ＦＣ千里中央

２部Ｂブロック

岸和田市立春木中Ｇ

会場責任者： ＦＣ岸和田　河内　賢一

FC岸和田

２部Ｂブロック

FC岸和田

対　 　　戦 主審 副審 試合責任

日　時 12 23 会場：
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10 会場： 熊取町民Ｇ

会場責任者： ＭＡＴＯＲＩＸ　前川　敏也

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

日　時 1

泉南セントラル

11:20 泉南セントラル 阪南ユナイテッド ＭＡＴＯＲＩＸ FC淀川 ＭＡＴＯＲＩＸ

ＭＡＴＯＲＩＸ FC淀川10:00 阪南ユナイテッド泉南セントラル

日　時 1 11 会場： 岸和田市立春木中Ｇ

会場責任者： ＦＣ岸和田　河内　賢一

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

FC岸和田

FC淀川14:00 FC岸和田 ワンパーパス 高槻清水 ワンパーパス

15:20 ワンパーパス 高槻清水 FC岸和田 FC淀川

会場： 府立箕面高校Ｇ

会場責任者： ＦＣ千里中央　岡元　忠彦

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

TSK SC

11:20 ＦＣ千里中央 FC淀川 ワンパーパス ジョイナスＦＣ ワンパーパス

ワンパーパス ジョイナスＦＣ10:00

TSK SC12:40 ＦＣ千里中央

高槻清水TSK SC

FC淀川 ＦＣ千里中央高槻清水

日　時 1 31 会場： 岸和田市立春木中Ｇ

会場責任者： ＦＣ岸和田　河内　賢一

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

ワンパーパス

15:20 ワンパーパス 阪南ユナイテッド FC岸和田 泉南セントラル FC岸和田

泉南セントラル14:00 FC岸和田 阪南ユナイテッドワンパーパス

日　時 2 1 会場： 熊取町民Ｇ

試合時間 対　 　　戦 主審 副審

ＭＡＴＯＲＩＸ 高槻清水

会場責任者： ＭＡＴＯＲＩＸ　前川　敏也

試合責任

泉南セントラル

長野ＦＣＢ 高槻清水

11:20 泉南セントラル ＦＣ千里中央 ＭＡＴＯＲＩＸ ジョイナスFC ＭＡＴＯＲＩＸ

ジョイナスFC

ＦＣ千里中央 泉南セントラル高槻清水 長野ＦＣＢ

試合責任

会場責任者： ＦＣ千里中央　岡元　忠彦

会場： 府立箕面高校Ｇ

試合時間 対　 　　戦 主審 副審

ＭＡＴＯＲＩＸ

11:20 ワンパーパス ＦＣ千里中央 ワンパーパス

ワンパーパス10:00 ＦＣ千里中央 FC岸和田ＭＡＴＯＲＩＸ

ＭＡＴＯＲＩＸ FC岸和田

日　時 2 11 会場： 熊取町民Ｇ

10:00 高槻清水

会場責任者： ＭＡＴＯＲＩＸ　前川　敏也

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

ＭＡＴＯＲＩＸ ワンパーパス

ワンパーパスＭＡＴＯＲＩＸ ジョイナスFC 高槻清水

11:20 高槻清水 ジョイナスFC ワンパーパス

日　時 1 12

日　時 2 8

12:40

10:00


