
部

4 月 2 日 （土）

4 月 23 日 （土） 服部緑地人工芝サッカー場

上野氏　(090-1956-9330）会場費3,600円

4 月 29 日 （祝）

4 月 30 日 (土)

会場へは8時30分から入場可予定。

マイクロバスのチームは駐車許可を得るために事前に服部公園事務所に電話連絡が必要

日　時 会場：

主審・副審主審・副審主審・副審主審・副審 試合責任・副審試合責任・副審試合責任・副審試合責任・副審

更新日時：

13:30 JSC　SAKAI 大阪狭山 サブ戦25分1本

2022大阪アドバンスリーグ

リーグ戦試合日程：
3 D ブロック

12:00 JSC　SAKAI 大阪狭山 大阪セゾン VOLENTE

25分1本

会場責任者：

試合時間

10:00 VOLENTE 大阪セゾン 大阪狭山 JSC　SAKAI

11:30 VOLENTE 大阪セゾン サブ戦25分1本

試合時間 対　 　　戦 主審・試合責任 副審

主審・副審 試合責任・副審

吹田南2nd エンカント

9:00 高槻FC Liens 長野2nd RIO CROSS  FC

10:30 高槻FC Liens サブ戦25分1本

11:00 長野2nd RIO CROSS  FC 高槻FC Liens

12:30 長野2nd RIO CROSS  FC サブ戦25分1本

対　 　　戦 主審 試合責任・副審

9:00 レオ2nd ガンバ堺2nd エンカント 吹田南2nd

10:30 レオ2nd ガンバ堺2nd サブ戦

会場へは8時30分から入場可予定。

11:00 レオ2nd

試合時間 対　 　　戦

ガンバ堺2nd

12:30 吹田南2nd エンカント

吹田南FC エルマーノ大阪2nd

日　時 会場： 下里人工芝サッカー場　

会場責任者： 細川氏　080-5706-2342　会場費3,000円

日　時 会場：

会場責任者： 上野　090-1956-9330　　　会場費・5500円

試合時間 対　 　　戦 主審・副審 試合責任・副審

服部緑地陸上競技場(天然芝）

12:30 サブ戦 20分1本

9:00 エルマーノ 吹田南FC

10:30 RIO CROSS  FC ガンバ堺2nd

ガンバ堺2nd

11:00 吹田南FC エルマーノ大阪2nd ガンバ堺 RIO CROSS  FC

20分1本

RIO CROSS  FC

サブ戦

日　時 会場： 松原市民運動広場   延期延期延期延期

会場責任者： 藤田氏　090-5065-1977　会場費無料



部

5 月 5 日 （木）

5 月 7 日 （土） J-GREEN　S10J-GREEN　S10J-GREEN　S10J-GREEN　S10

マレッサ梶田氏マレッサ梶田氏マレッサ梶田氏マレッサ梶田氏 会場費4,680円会場費4,680円会場費4,680円会場費4,680円

TM

２部B

TM

5 月 14 日 （土）

5 月 21 日 （土）

5 月 21 日 （土）

5 月 28 日 （土）

12:30 大阪狭山 ガンバ堺2nd サブ戦25分1本

協会割り当て枠で、レオSCで会場費を徴収し、中島さんへの使用料の振込をお願いします協会割り当て枠で、レオSCで会場費を徴収し、中島さんへの使用料の振込をお願いします協会割り当て枠で、レオSCで会場費を徴収し、中島さんへの使用料の振込をお願いします協会割り当て枠で、レオSCで会場費を徴収し、中島さんへの使用料の振込をお願いします

9:00 レオ2nd RIO CROSS  FC 大阪狭山 ガンバ堺2nd

10:30 レオ2nd RIO CROSS  FC サブ戦25分1本

会場： OFA万博フットボールセンター(Aピッチ)協会割り当て

会場責任者： レオSC　安楽氏　　　会場費5,150円レオSC　安楽氏　　　会場費5,150円レオSC　安楽氏　　　会場費5,150円レオSC　安楽氏　　　会場費5,150円

試合時間 対　 　　戦 主審・副審 試合責任・副審

15：00までＪＳＣ SAKAI吹田南ＦＣ

日　時

11:00 VOLENTE 長野2nd エルマーノ大阪2nd ＪＳＣ SAKAI

マイクロバスで来場の際は事前の服部緑地公園事務所に電話連絡が必要

9:00 ＪＳＣ SAKAI エルマーノ大阪2nd 長野2nd VOLENTE

10:30

11:00 大阪狭山 ガンバ堺2nd RIO CROSS  FC レオ2nd

日　時 会場： 羽曳野中央スポーツ公園

会場責任者： VOLENTE　谷井氏　会場費2000円

12:30 VOLENTE 長野2nd サブ戦25分1本

ＪＳＣ SAKAI エルマーノ大阪2nd サブ戦25分1本

12:30 VOLENTE ＪＳＣ SAKAI サブ戦25分1本

試合時間 対　 　　戦 主審・副審 試合責任・副審

10:30 ガンバ堺2nd 大阪セゾン サブ戦25分1本

11:00 VOLENTE ＪＳＣ SAKAI ガンバ堺2nd 大阪セゾン

試合時間 対　 　　戦 主審・副審 試合責任・副審

9:00 ガンバ堺2nd 大阪セゾン JSC　SAKAI VOLENTE

２部との抱き合わせなので副審はユースレフリー不可です。２部との抱き合わせなので副審はユースレフリー不可です。２部との抱き合わせなので副審はユースレフリー不可です。２部との抱き合わせなので副審はユースレフリー不可です。

日　時 会場： 羽曳野中央スポーツ公園

会場責任者： VOLENTE　谷井氏　会場費2000円

LIGAR

マレッサ LIGAR

副審

15:15 マレッサ LIGAR 吹田南FC JSC　SAKAI

13:15 吹田南ＦＣ ＪＳＣ SAKAI マレッサ

日　時 会場：会場：会場：会場：

会場責任者：会場責任者：会場責任者：会場責任者：

試合時間 対　 　　戦 主審・試合責任

15:00 レオ2nd 吹田南2nd 3部C 3部C

16:35 レオ2nd 吹田南2nd サブ戦15分1本

13:10 3部C抱き合わせ 3部C抱き合わせ レオ 吹田南

14:40 3部C抱き合わせ 3部C抱き合わせ サブ戦15分1本

会場責任者： 上野　090-1956-9330　　　会場費3600円

試合時間 対　 　　戦 主審・副審主審・副審主審・副審主審・副審 試合責任・副審試合責任・副審試合責任・副審試合責任・副審

日　時 会場： 服部緑地人工芝サッカー場　

試合時間 対　 　　戦 主審・副審 試合責任・副審

2022大阪アドバンスリーグ

リーグ戦試合日程：
3 D ブロック 更新日時：

18:30 大阪セゾン エルマーノ大阪2nd サブ戦25分1本

日　時 会場： 下里人工芝サッカー場　

会場責任者： 細川氏　080-5706-2342　会場費4,000円

20:30 長野2nd ガンバ堺2ndガンバ堺2ndガンバ堺2ndガンバ堺2nd サブ戦25分1本

17:00 大阪セゾン エルマーノ大阪2nd 長野2nd ガンバ堺2ndガンバ堺2ndガンバ堺2ndガンバ堺2nd

19:00 長野2nd ガンバ堺2ndガンバ堺2ndガンバ堺2ndガンバ堺2nd 大阪セゾン エルマーノ大阪2nd



部

6 月 5 日 （日）

6 月 11 日 （土）

6 月 18 日 （土）

6 月 25 日 （土）

6 月 26 日 （日）

2022大阪アドバンスリーグ

リーグ戦試合日程：
3 D ブロック 更新日時：

日　時 会場： 淀川河川公園鳥飼上グランド

会場責任者： 上野　090-1956-9330　　　会場費800円

吹田南FC ガンバ堺2nd 大阪セゾン RIO CROSS  FC

13:30 大阪セゾン RIO CROSS  FC ガンバ堺2nd 吹田南FC

試合時間 対　 　　戦 主審・副審主審・副審主審・副審主審・副審 試合責任・副審試合責任・副審試合責任・副審試合責任・副審

11:30

13:00 吹田南FC ガンバ堺2nd サブ戦25分1本

9:00 レオ2nd エルマーノ大阪2nd

日　時

15:00 大阪セゾン RIO CROSS  FC サブ戦25分1本

10:30 吹田南FC RIO CROSS  FC サブ戦25分1本

11:00 レオ2nd エルマーノ大阪2nd RIO CROSS  FC 吹田南FC

マイクロバスで来場の際は事前の服部緑地公園事務所に電話連絡が必要

12:30 レオ2nd エルマーノ大阪2nd サブ戦25分1本

日　時 会場： 羽曳野中央スポーツ公園

会場責任者： VOLENTE　谷井氏　会場費2000円

試合時間 対　 　　戦 主審・副審 試合責任・副審

9:00 ＪＳＣ SAKAI レオ2nd 大阪狭山 VOLENTE

10:30 ＪＳＣ SAKAI レオ2nd サブ戦25分1本

11:00 VOLENTE 大阪狭山 ＪＳＣ SAKAI レオ2nd

12:30 VOLENTE 大阪狭山 サブ戦25分1本

日　時 会場： J-GREEN S14(協会割り当て）J-GREEN S14(協会割り当て）J-GREEN S14(協会割り当て）J-GREEN S14(協会割り当て）

会場責任者： VOLENTE　谷井氏　会場費4,680円VOLENTE　谷井氏　会場費4,680円VOLENTE　谷井氏　会場費4,680円VOLENTE　谷井氏　会場費4,680円

試合時間 対　 　　戦 主審・副審 試合責任・副審

9:00 ＪＳＣ SAKAI 大阪狭山 エルマーノ大阪2nd VOLENTE

10:30 ＪＳＣ SAKAI 大阪狭山 サブ戦25分1本

11:00 VOLENTE エルマーノ大阪2nd ＪＳＣ SAKAI 大阪狭山

12:30 VOLENTE エルマーノ大阪2nd サブ戦25分1本

協会割り当てグランドで、お手数ですがVOLENTEさんで会場費の支払いをクラブハウスで行い、協会割り当てグランドで、お手数ですがVOLENTEさんで会場費の支払いをクラブハウスで行い、協会割り当てグランドで、お手数ですがVOLENTEさんで会場費の支払いをクラブハウスで行い、協会割り当てグランドで、お手数ですがVOLENTEさんで会場費の支払いをクラブハウスで行い、

各チームからの会場費の徴収をお願いします。各チームからの会場費の徴収をお願いします。各チームからの会場費の徴収をお願いします。各チームからの会場費の徴収をお願いします。

日　時 会場： 淀川河川公園鳥飼上グランド

会場責任者： 上野　090-1956-9330　　　会場費2000円会場費2000円会場費2000円会場費2000円

試合時間 対　 　　戦 主審・副審 試合責任・副審

9:15 大阪狭山 大阪セゾン 吹田南FC 吹田南FC

大阪狭山 吹田南FC サブ戦25分1本

11:15 大阪セゾン 吹田南FC サブ戦25分1本

会場： 服部緑地人工芝サッカー場　

会場責任者： 上野　090-1956-9330　　　会場費3600円

試合時間 対　 　　戦 主審・副審主審・副審主審・副審主審・副審 試合責任・副審試合責任・副審試合責任・副審試合責任・副審

吹田南FC RIO CROSS  FC

会場費には審判派遣料も含まれています。会場費には審判派遣料も含まれています。会場費には審判派遣料も含まれています。会場費には審判派遣料も含まれています。

10:45



部

7 月 3 日 （日）

7 月 9 日 （土）

7 月 10 日 （日）

7 月 16 日 （土）

7 月 23 日 （土）

7 月 24 日 （日）

12:30 VOLENTE レオ2nd サブ戦25分1本

10:30 大阪狭山 ガンバ堺2nd サブ戦25分1本

11:00 VOLENTE レオ2nd 大阪狭山 ガンバ堺2nd

試合時間 対　 　　戦 主審・副審 試合責任・副審

9:00 大阪狭山 ガンバ堺2nd レオ2nd VOLENTE

競技場内には8時30分に入場可となる予定です。競技場内には8時30分に入場可となる予定です。競技場内には8時30分に入場可となる予定です。競技場内には8時30分に入場可となる予定です。

マイクロバスの駐車可。保護者の車の乗り入れ不可。指導者の車のみ乗り入れ可マイクロバスの駐車可。保護者の車の乗り入れ不可。指導者の車のみ乗り入れ可マイクロバスの駐車可。保護者の車の乗り入れ不可。指導者の車のみ乗り入れ可マイクロバスの駐車可。保護者の車の乗り入れ不可。指導者の車のみ乗り入れ可

10:4010:4010:4010:40 長野2nd 吹田南FC サブ戦20分1本

会場費には審判派遣料も含まれています。会場費には審判派遣料も含まれています。会場費には審判派遣料も含まれています。会場費には審判派遣料も含まれています。

日　時 会場： 羽曳野中央スポーツ公園

12:3512:3512:3512:35 RIO CROSS  FC エルマーノ大阪2nd サブ戦20分1本

マイクロバスの駐車には事前に事務所に連絡が必要です。06-6862-4945マイクロバスの駐車には事前に事務所に連絡が必要です。06-6862-4945マイクロバスの駐車には事前に事務所に連絡が必要です。06-6862-4945マイクロバスの駐車には事前に事務所に連絡が必要です。06-6862-4945

11:0511:0511:0511:05 RIO CROSS  FC エルマーノ大阪2nd 長野2nd 吹田南FC

試合時間 対　 　　戦 主審・副審 試合責任・副審

9:109:109:109:10 長野2nd 吹田南FC エルマーノ大阪2ndRIO CROSS  FC

日　時 会場： 服部緑地陸上競技場　天然芝

会場責任者： 上野　090-1956-9330　　　会場費5,500円

13:05 VOLENTE 大阪セゾン レオ2nd 大阪狭山

14:35 VOLENTE 大阪セゾン サブ戦25分1本

11:10 レオ2nd 大阪狭山 大阪セゾン VOLENTE

12:40 レオ2nd 大阪狭山 サブ戦20分1本

日　時 会場： 関西トランスウェイ人工芝

会場責任者： VOLENTE　谷井氏　会場費5,000円

試合時間 対　 　　戦 主審・副審 試合責任・副審

12:30 VOLENTE RIO CROSS  FC サブ戦25分1本

10:30 大阪狭山 エルマーノ大阪2nd サブ戦25分1本

11:00 VOLENTE RIO CROSS  FC 大阪狭山 エルマーノ大阪2nd

試合時間 対　 　　戦 主審・副審 試合責任・副審

9:00 大阪狭山 エルマーノ大阪2nd RIO CROSS  FC VOLENTE

日　時 会場： 羽曳野中央スポーツ公園

会場責任者： VOLENTE　谷井氏　会場費2000円

15:0015:0015:0015:00 長野2nd ＪＳＣ SAKAI 吹田南FC 大阪セゾン

16:3016:3016:3016:30 長野2nd ＪＳＣ SAKAI サブ戦25分1本

13:0013:0013:0013:00 大阪セゾン 吹田南FC ＪＳＣ SAKAI 長野2nd

14:3014:3014:3014:30 大阪セゾン 吹田南FC サブ戦25分1本

下里人工芝サッカー場　

会場責任者： 細川氏　080-5706-2342　会場費3,000円

試合時間 対　 　　戦 主審・副審 試合責任・副審

会場責任者： VOLENTE　谷井氏　会場費2000円

日　時 会場：

15:00 長野2nd 吹田南FC サブ戦25分1本

15:30 レオ2nd 吹田南FC サブ戦25分1本

試合時間 対　 　　戦 主審・副審主審・副審主審・副審主審・副審 試合責任・副審試合責任・副審試合責任・副審試合責任・副審

13:30 長野2nd レオ2nd 吹田南FC 吹田南FC

日　時 会場： 大阪府立北千里高校

会場責任者： 上野　090-1956-9330　　　会場費1500円

2022大阪アドバンスリーグ

リーグ戦試合日程：
3 D ブロック 更新日時：


