
南河内地区参加チーム…３３チーム　（南河内地区代表数：４）南河内地区参加チーム…３３チーム　（南河内地区代表数：４）南河内地区参加チーム…３３チーム　（南河内地区代表数：４）南河内地区参加チーム…３３チーム　（南河内地区代表数：４）

・８人制

・ピッチサイズ　６８×５０　　最小６５×４５

・ゴールサイズ（少年用ゴール）　組立ゴールは認められない

＊競技時間１５－５－１５（予選リーグ）　　２０－５－２０（決勝トーナメント）

・リーグ順位決定は勝ち３　引き分け１　負け０とし勝ち点が同じ場合

　当該チーム勝敗→当該チーム得失点差→得失点差→得点→コイントスの順

　で決定する。

・リーグ戦棄権の場合、順位に関わった場合のみそのチームの結果を消去する。

・南河内地区代表決定トーナメントの引き分けの場合はＰＫ方式により勝者

　を決定する。

　ＰＫ戦は３名で行い、以後決するまで行う。

・主審、予備審ともに３級以上で行う事。（１人制）

　（主審に怪我等した場合、予備審が主審をするため）

・決勝トーナメントは３人制

　主審は３級以上、副審は２名のうち１名は３級以上

　代表決定戦の審判は３級以上

・毎月２０日までにブロック長に連絡する事。

・パス日は月２日まで（学校行事含む）

・７・８月は月４日まで（学校行事含む）

・グランド提供のあった月はパス日１日を追加できる。

・期間： ５月～１０月

・

・会場：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺、他

・【抽選会】   未定

・１１月日場所未定

・大会要項・規定・細則につきましては大阪サッカー協会第４種委員会の

　　　　　　　　　　　　ホームページを参照下さい。

代表決定トーナメント代表決定トーナメント代表決定トーナメント代表決定トーナメント

南河内地区代表者各位

４種委員　南河内地区

地区委員長　山本 正憲

２０２１全日大会　大阪府大会　全日リーグ地区予選開催要項２０２１全日大会　大阪府大会　全日リーグ地区予選開催要項２０２１全日大会　大阪府大会　全日リーグ地区予選開催要項２０２１全日大会　大阪府大会　全日リーグ地区予選開催要項

競技方法競技方法競技方法競技方法

試合方法試合方法試合方法試合方法

審判審判審判審判

参加可能日参加可能日参加可能日参加可能日

１次リーグ及び１次リーグ及び１次リーグ及び１次リーグ及び

期間期間期間期間

中央大会中央大会中央大会中央大会

抽選日抽選日抽選日抽選日

その他その他その他その他



・大会規定を必ず確認下さい。

・会場注意を来場する父兄にも周知お願いします。

・その他会場責任者の指示に従ってください。

・前の試合のハーフタイム後に相互で選手チェックお願いします。

第１試合はキックオフ１５分前

選手証とメンバー表と本人確認、ユニフォームの色確認。

・メンバー表、申し送り事項は４審に提出お願いします。

選手証、メンバー表、申し送り事項を忘れた場合は不戦敗となります。

・天候により、給水タイムをとる場合は１６分のランニングタイムでお願いします。

　その際、給水のみで指示などはしないようにお願いします。

・試合球は持ち寄りでお願いします。

・審判をされる方も審判証を持参下さい。

・会場提供の当日の管理者は、会場責任報告書、試合報告書の準備、報告お願いします。

・わからない事、イレギュラーな事があった場合は、４種委員に連絡お願いします。

・ＪＦＡからの健康チェックシートの提出はしませんが、各チームでの管理お願い

　します。

・会場により参加者名簿の提出がある場合は、ご協力お願いします。

・会場に来場される父兄含めコロナ対策をチームで徹底お願いします。

上記の事項についてはＵ－１０、Ｕ－１１共通理解お願いします。

大会運営・注意事項



提供会場チーム TSK金剛サッカークラブ

会場責任者（携帯番号）久山猛（０９０－３２８８－６６５７）

使用日・提供会場名 終日⇒10/２、16(土)、午後⇒9（土)　藤小（略称）

提供会場住所 富田林市立藤沢台小学校（富田林市藤沢台２－３－１）

各チームの台数（乗入れ）４～５台

会場使用時間(ｉｎ・ｏｕｔ) 午前及び終日の場合8:20IN 午後の場合12:20IN 　終了後OUT

雨天利用（可・不可） 雨天中止

喫煙 特に厳しい。見回り役員がいます。校内・車中・門前禁止

会場使用料 無料

会場注意事項 トイレ土足禁止。駐車場制限台数厳守！（来賓・職員スペースは緊急の為使用禁止)

（特に注意する事） 遊具等施設使用禁止、芝生内通過・使用禁止。

（設営準備・後片付け参加チームは会場設営・後片づけを願いします。

　入り、無し） 各チーム、感染拡大予防対策をして参加ください。

提供会場チーム 長野ＦＣ

会場責任者（携帯番号）森本　純次　０８０－９７５３－０３８８

使用日・提供会場名 10月3日 長野小学校

提供会場住所 河内長野市西代町１４－１

各チームの台数（乗入れ）３台

会場使用時間(ｉｎ・ｏｕｔ) ８：００～１７：００

雨天利用（可・不可） 不可

喫煙 敷地内全面禁煙

会場使用料 無料

会場注意事項

（特に注意する事）

（設営準備・後片付け

　入り、無し）

提供会場チーム ノガーナＦＣ金剛

会場責任者（携帯番号）土口　忠大　080-3410-2342

使用日・提供会場名 ノガーナＧ　１０日(日)

提供会場住所 河内長野市南花台

各チームの台数（乗入れ）４台　超える場合はコノミヤ屋上駐車場

会場使用時間(ｉｎ・ｏｕｔ) 8：30～

雨天利用（可・不可） 可

喫煙 敷地内全面禁煙

会場使用料

会場注意事項

（特に注意する事）

（設営準備・後片付け

　入り、無し）

こくみん共済サッカーリーグＵ－１２（通称：全日リーグ）提供会場注意事項

こくみん共済サッカーリーグＵ－１２（通称：全日リーグ）提供会場注意事項

提供会場住所

使用日・提供会場名

会場責任者（携帯番号）

提供会場チーム

喫煙

雨天利用（可・不可）

会場使用時間(ｉｎ・ｏｕｔ)

会場注意事項

各チームの台数（乗入れ）

（特に注意する事）

（設営準備・後片付け

　入り、無し）

■臨時駐車場

グラウンド向かいのトヨペット藤井寺店裏手の砂利駐車場

会場使用料

FC Sword Osaka 

谷口 祥太郎（090-3978-4808）

10月9日（土）10月30日（日）　藤井寺市立スポーツセンター　2面

藤井寺市林1-2

グラウンド前 4台　（臨時駐車場40台程度）

8:30～12:30

不可

不可



提供会場チーム 松原FC天西

会場責任者（携帯番号）重丸武志　090-5241-5436

使用日・提供会場名 10月16日 10月23日 天美西小学校

提供会場住所 松原市天美西６－２３８－１

各チームの台数（乗入れ）4台

会場使用時間(ｉｎ・ｏｕｔ) ９：００～１７：００

雨天利用（可・不可） 不可

喫煙 指定場所にて喫煙可

会場使用料 なし

会場注意事項 遊具使用不可　後片づけのお手伝いお願いします

（特に注意する事）

（設営準備・後片付け

　入り、無し）

提供会場チーム ノガーナＦＣ金剛

会場責任者（携帯番号）土口　忠大　080-3410-2342

使用日・提供会場名 大師総合運動場AD　１７日(日)

提供会場住所 河内長野市南花台

各チームの台数（乗入れ）有料駐車場

会場使用時間(ｉｎ・ｏｕｔ)

雨天利用（可・不可） 可

喫煙 敷地内全面禁煙

会場使用料

会場注意事項

（特に注意する事）

（設営準備・後片付け

　入り、無し）

提供会場チーム アトレチコ大阪サッカースクール

会場責任者（携帯番号）梶野俊介 090-4034-1542

使用日・提供会場名 １０月２４日 みの池運動公園

提供会場住所 〒587-0003 大阪府堺市美原区阿弥３７７−１ 美原みの池運動広場内

各チームの台数（乗入れ）各チーム5台

会場使用時間(ｉｎ・ｏｕｔ) 9〜17時

雨天利用（可・不可） 雨天利用(小雨可)

喫煙 喫煙会場内不可

会場使用料 4000円

会場注意事項

（特に注意する事）

（設営準備・後片付け

　入り、無し）

こくみん共済サッカーリーグＵ－１２（通称：全日リーグ）提供会場注意事項

こくみん共済サッカーリーグＵ－１２（通称：全日リーグ）提供会場注意事項



月月月月

Ｕ-Ｕ-Ｕ-Ｕ- １２１２１２１２

10101010 月 2222 日 土土土土 曜日

台

1 －

2 －

3 －

4 －

5 －

10101010 月 3333 日 日日日日 曜日

台

1 －

2 －

3 －

4 －

5 －

6 －

7 －

8 －

9 －

10 －

11 －

10101010 月 9999 日 土土土土 曜日

台

1 －

2 －

3 －

4 －

5 －

10101010 月 9999 日 土土土土 曜日

台

1 －

2 －

3 －

4 －

5 －

10101010 月 9999 日 土土土土 曜日

台

1 －

2 －

3 －

4 －

5 －

TSK金剛ＳＣ

河南ＳＣESC大阪14:50 Sword2nd ノガーナ金剛1st

14:10

下位Ｂ Sword2nd ノガーナ金剛1st

Sword1st 長野ＦＣ2nd

下位Ａ

13:30

下位Ｂ Sword1st 長野ＦＣ2nd

上位Ｂ ノガーナ金剛2nd ＦＣ　FORZA

ノガーナ金剛2nd

16:01 TM

15:30 TM

10:20 下位Ｂ Sword2nd

会場注意事項 別紙

時間 ブロック 対戦 主審 ４審

16:10 ＦＣ　FORZA TSK金剛ＳＣ

15:30

上位Ａ LSA　ＦＣ 加賀田ＳＣ1st

アトレチコ大阪 マドリディスモ

14:50 上位Ａ 藤井寺ＪＳＣ OVER　BIRＤ LSA　ＦＣ 加賀田ＳＣ1st

会場名 富田林市立藤沢台小学校 会場住所 富田林市藤沢台２－３－１

駐車／各チーム 提供チーム TSK金剛サッカークラブ 会場責任者 久山猛 携帯℡ ０９０－３２８８－６６５７

14:10 上位Ｂ アトレチコ大阪 マドリディスモ ボランチ大阪 ＦＣ　FORZA

13:30 上位Ｂ ボランチ大阪 ＦＣ　FORZA 藤井寺ＪＳＣ OVER　BIRＤ

Divertido ラポールＦＣ 古市南ＳＣ

11:40 TM

11:00 下位Ｂ 長野ＦＣ2nd 松原ＦＣ天西 楠ＪＳＣ 河南ＳＣ

携帯℡ 090-3978-4808

会場注意事項 別紙

Ｂコート

時間 ブロック 対戦 主審 ４審

駐車／各チーム 提供チーム FC Sword Osaka 会場責任者 谷口 祥太郎

9:00 下位Ａ ラポールＦＣ 古市南ＳＣ Sword2nd Divertido

9:40 下位Ａ 楠ＪＳＣ 河南ＳＣ 長野ＦＣ2nd 松原ＦＣ天西

9:40 下位Ｂ Sword1st ノガーナ金剛1st ＦＣ　EMAZIC ESC大阪

10:20 下位Ａ 加賀田ＳＣ2nd リバースＦＣ 大阪狭山ＳＣ2nd 羽曳野ＳＳ

携帯℡ 090-3978-4808

会場名 藤井寺市立スポーツセンター　2面 会場住所 藤井寺市林1-2

11:00 下位Ａ ＦＣ　EMAZIC ESC大阪 Sword1st ノガーナ金剛1st

11:40 TM

9:00 下位Ｂ 大阪狭山ＳＣ2nd 羽曳野ＳＳ 加賀田ＳＣ2nd リバースＦＣ

10:50 下位Ａ 楠ＪＳＣ リバースＦＣ ＪＳＣ　ＳＡＫＡＩ

会場注意事項 別紙

Aコート

時間 ブロック 対戦 主審 ４審

会場名 藤井寺市立スポーツセンター　2面 会場住所 藤井寺市林1-2

駐車／各チーム 提供チーム FC Sword Osaka 会場責任者 谷口 祥太郎

小山田ＳＣ 楠ＪＳＣ リバースＦＣ

10:10 上位Ａ 長野ＦＣ1st LSA　ＦＣ 加賀田ＳＣ2nd ラポールＦＣ

ESC大阪 河南ＳＣ

12:50

11:30 下位Ａ 加賀田ＳＣ2nd ラポールＦＣ 長野ＦＣ1st LSA　ＦＣ

ＦＣ　FORZA

12:10 TM

フリーダムＦＣ

携帯℡ 080-9753-0388

会場注意事項 別紙

小山田ＳＣ

時間 ブロック 対戦 主審

会場名 長野小学校 会場住所 河内長野市西代町１４－１

駐車／各チーム 提供チーム 長野ＦＣ 会場責任者 森本　純次

４審

9:30 上位Ａ ＪＳＣ　ＳＡＫＡＩ

対戦 主審

駐車／各チーム 提供チーム TSK金剛サッカークラブ 会場責任者 久山猛

４審

13:30 上位Ｂ

加賀田ＳＣ1st OVER　BIRＤ

加賀田ＳＣ1st

14:10 上位Ｂ

16:10 TM

15:30 上位Ａ ノガーナ金剛2ndＦＣ girasol 藤井寺ＪＳＣ

ＦＣ girasol

14:50 上位Ａ マドリディスモ

マドリディスモ

ノガーナ金剛2nd

フリーダムＦＣ

10101010 ２０２１年　全日リーグ　タイムスケジュール２０２１年　全日リーグ　タイムスケジュール２０２１年　全日リーグ　タイムスケジュール２０２１年　全日リーグ　タイムスケジュール

南河内南河内南河内南河内 ブロックブロックブロックブロック

会場名 富田林市立藤沢台小学校 会場住所 富田林市藤沢台２－３－１

OVER　BIRＤ

TSK金剛ＳＣ

藤井寺ＪＳＣ

携帯℡ ０９０－３２８８－６６５７

会場注意事項 別紙

時間 ブロック

上位Ｂ② TSK金剛ＳＣＦＣ　FORZA



10101010 月 10101010 日 日日日日 曜日

台

1 －

2 －

3 －

4 －

5 －

6 －

7 －

8 －

9 －

10 －

11 －

10101010 月 16161616 日 土土土土 曜日

台

1 －

2 －

3 －

4 －

5 －

10101010 月 16161616 日 土土土土 曜日

台

1 －

2 －

3 －

4 －

5 －

6 －

7 －

8 －

9 －

10 －

10101010 月 17171717 日 日日日日 曜日

台

1 －

2 －

3 －

4 －

5 －

6 －

7 －

8 －

9 －

10 －15:30 下位Ａ② リバースＦＣ ＦＣ　EMAZIC Divertido ノガーナ金剛1st

14:50 下位Ａ② ラポールＦＣ 河南ＳＣ 羽曳野ＳＳ ヴィトーリア

14:10 下位Ｂ Divertido ノガーナ金剛1st リバースＦＣ ＦＣ　EMAZIC

リバースＦＣ

リバースＦＣ

13:30 下位Ｂ② 羽曳野ＳＳ ヴィトーリア ラポールＦＣ 河南ＳＣ

12:10 河南ＳＣ 羽曳野ＳＳ Divertido

12:50 河南ＳＣ下位Ａ ＦＣ　EMAZIC ラポールＦＣ

　080-3410-2342

会場注意事項 別紙

時間 ブロック 対戦 主審

会場名 河内長野大師グランド 会場住所 河内長野市西代町１４－１

駐車／各チーム 提供チーム ノガーナＦＣ金剛 会場責任者 土口　忠大

４審

9:30 上位Ａ OVER　BIRＤ LSA　ＦＣ ヴィトーリア ノガーナ金剛1st

携帯℡

11:30

ノガーナ金剛1st

OVER　BIRＤ LSA　ＦＣ

下位Ｂ 羽曳野ＳＳ Divertido ＦＣ　EMAZIC ラポールＦＣ

10:50

上位Ｂ フリーダムＦＣ 大阪狭山ＳＣ1st

フリーダムＦＣ 大阪狭山ＳＣ1st

10:10

下位Ｂ ヴィトーリア

下位Ａ

10:50 Sword2nd ヴィトーリア

TM

12:50 下位Ｂ② ヴィトーリア Divertido 松原ＦＣ天西 Sword2nd

12:10 下位Ｂ② 松原ＦＣ天西 Sword2nd 加賀田ＳＣ2nd ＦＣ　EMAZIC

11:30 下位Ａ 加賀田ＳＣ2nd ＦＣ　EMAZIC

12:10

会場名 松原天美西小学校 会場住所

ヴィトーリア Divertido

会場注意事項 別紙

Ａコート

時間 ブロック 対戦 主審

10:10 下位Ｂ Sword2nd ヴィトーリア Divertido 松原ＦＣ天西

9:30

駐車／各チーム 提供チーム 松原ＦＣ天西 会場責任者

４審

携帯℡

10:10 ＪＳＣ　ＳＡＫＡＩ OVER　BIRＤ

11:30

上位Ａ ＪＳＣ　ＳＡＫＡＩ OVER　BIRＤ

10:50

上位Ｂ アトレチコ大阪 TSK金剛ＳＣ

9:30 羽曳野ＳＳ Sword1st

アトレチコ大阪 TSK金剛ＳＣ下位Ｂ 羽曳野ＳＳ Sword1st

０９０－３２８８－６６５７

時間 ブロック 対戦 主審 ４審

会場名 富田林市立藤沢台小学校 会場住所 富田林市藤沢台２－３－１

駐車／各チーム 提供チーム TSK金剛サッカークラブ 会場責任者 久山猛 携帯℡

楠ＪＳＣ ＦＣ　EMAZIC

ノガーナ金剛2nd ボランチ大阪

14:10 マドリディスモ ＦＣ　FORZA

16:10 TM

上位Ｂ マドリディスモ ＦＣ　FORZA

ＪＳＣ　ＳＡＫＡＩ ＦＣ girasol

14:50

下位Ｂ 羽曳野ＳＳ ノガーナ金剛1st

ヴィトーリア 長野ＦＣ2nd

下位Ｂ 大阪狭山ＳＣ2nd Sword2nd

13:30

12:50

下位Ｂ ヴィトーリア 長野ＦＣ2nd

楠ＪＳＣ ＦＣ　EMAZIC

12:10 TM

下位Ａ

上位Ａ ＪＳＣ　ＳＡＫＡＩ ＦＣ girasol

羽曳野ＳＳ ノガーナ金剛1st

会場名 ノガーナサッカー場 会場住所

駐車／各チーム 提供チーム ノガーナＦＣ金剛 会場責任者 土口　忠大 携帯℡

11:30

　080-3410-2342

会場注意事項 4台以外は選手の乗り降り、荷物の積み下ろしもコノミヤ駐車場でお願いします。

時間 ブロック 対戦 主審 ４審

10:50

上位Ｂ ノガーナ金剛2nd ボランチ大阪

長野ＦＣ1st 加賀田ＳＣ1st

10:10

上位Ａ 長野ＦＣ1st 加賀田ＳＣ1st

大阪狭山ＳＣ2nd Sword2nd

9:30

15:30 TM

14:50 TM

下位Ｂ Divertido 松原ＦＣ天西 フリーダムＦＣ ボランチ大阪

上位Ｂ フリーダムＦＣ ボランチ大阪

15:30 TM

TM

13:30 TM

14:10 TM



10101010 月 23232323 日 土土土土 曜日

台

1 －

2 －

3 －

4 －

5 －

6 －

7 －

8 －

9 －

10 －

10101010 月 23232323 日 土土土土 曜日

台

1 －

2 －

3 －

4 －

5 －

6 －

7 －

8 －

9 －

10 －

10101010 月 24242424 日 日日日日 曜日

台

1 －

2 －

3 －

4 －

5 －

6 －

7 －

8 －

9 －

10 －

10101010 月 30303030 日 土土土土 曜日

台

1 －

2 －

3 －

4 －

5 －

10101010 月 30303030 日 土土土土 曜日

台

1 －

2 －

3 －

4 －

5 －

携帯℡ 090-3978-4808

会場注意事項 別紙

Ｂコート

対戦

会場名 藤井寺市立スポーツセンター　2面 会場住所 藤井寺市林1-2

駐車／各チーム 提供チーム FC Sword Osaka 会場責任者 谷口 祥太郎

10:20

下位Ｂ Sword1st ヴィトーリア

Sword1st ヴィトーリア

9:40 下位Ｂ Sword2nd 長野ＦＣ2nd ESC大阪 古市南ＳＣ

上位Ａ 藤井寺ＪＳＣ 小山田ＳＣ

9:00 TM

11:00 ESC大阪 古市南ＳＣ Sword2nd 長野ＦＣ2nd

11:40 TM

下位Ａ

携帯℡ 090-3978-4808

会場注意事項 別紙

Aコート

時間 ブロック 対戦 主審

Sword2nd

会場名 藤井寺市立スポーツセンター　2面 会場住所 藤井寺市林1-2

駐車／各チーム 提供チーム FC Sword Osaka 会場責任者 谷口 祥太郎

下位Ｂ② アトレチコ大阪 大阪狭山ＳＣ1st

ＦＣ　FORZA マドリディスモ

上位Ｂ② 大阪狭山ＳＣ1st Divertido10:40

14:00 下位Ｂ② Sword2nd Sword1st

Sword1st 大阪狭山ＳＣ2nd

15:30 TM

10:00

主審

会場名 みの池運動公園 会場住所

駐車／各チーム 提供チーム アトレチコ大阪サッカースクール 会場責任者 梶野俊介

４審

14:50 TM

10:50 上位Ａ LSA　ＦＣ 藤井寺ＪＳＣ 松原ＦＣ天西 大阪狭山ＳＣ2nd

14:10 TM

13:30 TM

12:50 TM

12:10 下位Ｂ 松原ＦＣ天西 大阪狭山ＳＣ2nd ＦＣ　FORZA アトレチコ大阪

11:30 上位Ｂ ＦＣ　FORZA アトレチコ大阪 ヴィトーリア 松原ＦＣ天西

携帯℡

会場注意事項 別紙

Ａコート

時間 ブロック 対戦 主審

駐車／各チーム 提供チーム 松原ＦＣ天西 会場責任者

10:10 下位Ｂ ヴィトーリア 松原ＦＣ天西 加賀田ＳＣ2nd 古市南ＳＣ

４審

9:30 下位Ａ 加賀田ＳＣ2nd 古市南ＳＣ LSA　ＦＣ 藤井寺ＪＳＣ

14:10 上位Ｂ② マドリディスモ TSK金剛ＳＣ ＪＳＣ　ＳＡＫＡＩ ＦＣ girasol

会場名 松原天美西小学校 会場住所

15:30 TM

14:50 TM

10:10 上位Ａ ＦＣ girasol 長野ＦＣ1st TSK金剛ＳＣ ボランチ大阪

13:30 上位Ｂ② ボランチ大阪 大阪狭山ＳＣ1st 長野ＦＣ1st 加賀田ＳＣ1st

12:50 上位Ａ② ＪＳＣ　ＳＡＫＡＩ ＦＣ girasol マドリディスモ TSK金剛ＳＣ

12:10 上位Ａ② 長野ＦＣ1st 加賀田ＳＣ1st ボランチ大阪 大阪狭山ＳＣ1st

11:30 上位Ｂ TSK金剛ＳＣ ボランチ大阪 ＦＣ girasol 長野ＦＣ1st

10:50 上位Ｂ 大阪狭山ＳＣ1st マドリディスモ 加賀田ＳＣ1st ＪＳＣ　ＳＡＫＡＩ

４審

9:30 上位Ａ 加賀田ＳＣ1st ＪＳＣ　ＳＡＫＡＩ 大阪狭山ＳＣ1st マドリディスモ

携帯℡ ０９０－３０５７－７８１７

会場注意事項 別紙

Ｂコート

時間 ブロック 対戦 主審

会場名 Ｊグリーン堺Ｓ７ 会場住所

駐車／各チーム 提供チーム ＦＣ　ｇｉｒａｓｏｌ 会場責任者 山本　正憲

11:40 TM

11:00 TM

10:20 TM

9:40

14:40 下位Ｂ② 大阪狭山ＳＣ2nd Divertido マドリディスモ アトレチコ大阪

４審

9:00

TM

藤井寺ＪＳＣ 小山田ＳＣ

時間 ブロック 主審 ４審

大阪狭山ＳＣ1st ＦＣ　FORZA

13:20 上位Ｂ②

16:00 TM

15:20 TM

マドリディスモ アトレチコ大阪 大阪狭山ＳＣ2nd Divertido

12:40 上位Ｂ② 大阪狭山ＳＣ1st ＦＣ　FORZA

12:00 Divertido Sword2nd

Sword2nd Sword1st

アトレチコ大阪

11:20 下位Ｂ Sword1st 大阪狭山ＳＣ2nd

Ｂコート

時間 ブロック 対戦

上位Ｂ② ＦＣ　FORZA マドリディスモ

携帯℡ 090-4034-1542

会場注意事項 別紙

阪府堺市美原区阿弥３７７−１


