
参加チーム各位

日時：2022年８月２4日（水）・２5日（木）・２6日（金）　　※雨天決行

会場：Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺　人工芝　大阪府堺市堺区築港八幡町145番地

参加費：一試合\4500（当日本部スタッフにお支払い下さい・複数日参加チームは初日にまとめてお支払いをお願いします）

試合内容：交流戦形式 試合時間：50分(25分ハーフ・給水タイムを設ける・ランニングタイム)　交代制限なし・自由な交代制

審判：相互審判で行います（左側が前半）副審は各チーム1名・選手可

伊丹FC 柏田SC

主審 ｷｯｸｵﾌ

カムイ vs エベイユ神戸 相互 9:30

相互

長野FC

11:15 25×2 愛知FC一宮 vs 伊丹FC11:15 25×2 愛知FC庄内 vs 長野FC 相互

8/24

（水）

17:15 25×2 vs 相互

16:15 25×2 カムイ vs ヴェルデラッソ松阪

日 ｷｯｸｵﾌ 時間 人工芝　S6

9:30 25×2

相互 15:30 25×2

時間

25×2

相互 16:30 25×2名古屋FC.EAST vs 柏田SC

相互

25×2 愛知FC vs フレスカ神戸 相互

vs エベイユ神戸 相互

相互

相互

25×2

vs オステンヴェルデラッソ松阪

13:30 25×2 vs カムイ 相互

14:30 25×2 伊丹FC vs 柏田SC 相互 14:30

15:30 25×2 vs 相互 15:30

8/26

（金）
12:30 25×2 フレスカ神戸 vs オステン

13:30 25×2 愛知FC vs 相互

11:30 25×2 ヴェルデラッソ松阪 vs 長野FC 相互 11:30 25×2 愛知FC

10:30 25×2 愛知FC vs ｈ橋本10:30 25×2 カムイ vs 長野FC 相互

12:30 25×2 ヴェルデラッソ松阪 vs ｈ橋本 相互

相互 17:30 25×2

14:30 25×2 ｈ橋本 vs カムイ 相互相互

相互

伊丹FC vs 愛知FC 相互

愛知FC 相互

vs

ヴェルデラッソ松阪 vs

14:30

17:30

25×2

25×2 柏田SCカムイ

vs

vs

15:30 25×2 オステン vs

名古屋FC.EAST フレスカ神戸

16:30

愛知FC庄内

25×2

25×2 vs 愛知FC 相互13:30 25×2 相互 13:30愛知FC庄内 フレスカ神戸vs

12:30 25×2 ヴェルデラッソ松阪 vs 柏田SC 相互 12:30 25×2 名古屋FCEAST

11:30 25×2 オステン vs 長野FC 相互11:30 25×2 愛知FC庄内 vs ｈ橋本 相互

vs 伊丹FC 相互

10:30 25×2 10:30 25×2 フレスカ神戸 vs ヴェルデラッソ松阪 相互

相互

愛知FC vs カムイ 相互

オステン vs カムイ

8/25

（木）

9:30 25×2 愛知FC庄内 vs 伊丹FC 相互 9:30 25×2

時間 人工芝　S8 主審日 ｷｯｸｵﾌ 時間 人工芝　S7 主審 ｷｯｸｵﾌ

17:15 25×3 愛知FC庄内

15:15 25×2

愛知FC一宮

vs 長野FC

相互

15:15 25×2 カムイ vs バルサアカデミー奈良 相互 ヴェルデラッソ松阪 vs 伊丹FC

16:15 25×2 オステン vs 柏田SC

相互 13:15 25×2 愛知FC一宮

相互相互 12:15

14:15 25×2 オステン vs バルサアカデミー奈良 相互 14:15

12:15 25×2 バルサアカデミー奈良 vs ヴェルデラッソ松阪

13:15 25×2 愛知FC庄内 vs カムイ

U-１4交流戦「2022 Summer Game in J-GREEN堺」

日 ｷｯｸｵﾌ 時間 人工芝　S7 主審 ｷｯｸｵﾌ 時間 人工芝　S14 主審

vs 相互

25×2 オステン vs 伊丹FC

相互

25×2 vs 柏田SC 相互

相互

相互

vs 柏田SC 相互

人工芝　S7 主審


