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宇山
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７月２日　四条Ｇ

リーベ
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A枚方 ｶﾞﾝﾊﾞ① リトル

7/1J堺
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７月１日Jグリーン ７月１日Jグリーン

フレンテ 蹉跎 交野北 枚方FC

Ｅ代表

１７日 １０日

長尾 宇山
⑨

１１日

ｶﾞﾝﾊﾞ②

１７日 １０日

３日 １７日 １０日 １０日

リーベ D大阪

11:00 最終う ガンバ②
10:10 最終い 交野北 リトル 中宮

最終あ リトル 中宮

14:40 ３部（１５分）

交野北

10:30 ３部（１５分）

9:00

セイント

Ｌユナイテッド

11:10 ３部（１５分） セイント

ｽﾏｲﾙ
北風

Ｌユナイ

※大東市立泉小学校　駐車台数２台＊８：３０まで入校禁止、ビデオ撮影禁止、グランド以外ボール使用禁止

※大東市四条グランド　駐車台数３台　＊隣の商業施設駐車厳禁

2017/7/1 JグリーンＳ８
北河内ライフ、全日　タイムスケジュール確定

主審 副審 副審
担当ガンバ　　

11:50 レバンテ

14:00 ３部（１５分） ＳＯＫＡ 浜町 セイント 脇田

12:30 １部リーグ

Ｌユナイ
３部（１５分） 北風 ｽﾏｲﾙ 梶

レバンテ 浜町 ガンバ②

Ｌユナイ
浜町 北風 ｽﾏｲﾙ ＳＯＫＡ
ＳＯＫＡ お勝 か勝

脇田 ＳＯＫＡ 浜町か勝最終き お勝

⑮⑧
中宮

番号

なみはや キャンバス 梶
⑫⑯ ⑩

ライフカップ北河内3次予選

時間 番号
9:20

リトル

① ②

北河内最終予選

交野北

③ ⑭ ⑤

リーベ

④

２５日

フレンテ

※サプリ村野　駐車台数３台

※門真会場　駐車台数３台　＊雨天使用不可（雨天時電話確認）

会場注意事項　厳守

⑪
１１日 １１日 ２５日 ２５日

リーベ あ勝

１１日 ２５日

暑さを考慮して２日間に分けたいとおもいます。

中宮

時間

9:50 ３部（１５分） 脇田

最終え なみはや フレンテ 宇山
12:40 最終お あ勝 い勝 なみはや う勝 フレンテ
11:50

13:30 １部リーグ ガンバ① 泉ＦＣ あ勝 い勝 Ｔｉａｍｏ
14:20 １部リーグ Ｔｉａｍｏ枚方 泉 お勝
15:10 最終か う勝

Ｄ大阪 ガンバ
え勝 Ｄ大阪 泉 Ｔｉａｍｏ

北河内ライフ、全日　タイムスケジュール確定 担当脇田　　
2017/7/2大東四条Ｇ

※樟葉南小　駐車台数２台　＊雨天使用不可（雨天時電話確認）

主審 副審副審

ガンバ②

※伊加賀ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ　駐車台数３台

ガンバ② なみはや宇山
7/1J堺 7/1J堺

梶 ｽﾏｲﾙ 北風 レバンテ

13:20 ３部（１５分） 脇田 Ｌユナイテッド ガンバ② 梶 北風

※藤阪小学校　駐車台数3台　（駅前の商業施設駐車厳禁）

※枚方市郡小学校　駐車台数1台　（詳細後日添付）



15:20 ３部（１５分） フレンテ オンセ 大東 サダ キャンバス

大東 フレンテ サダ 田原14:40 ３部（１５分） キャンバス
サダ オンセ 大東 フレンテ14:00 ３部（１５分） 田原
オンセ サダ 田原 大東13:20 ３部（１５分） キャンバス
フレンテ 田原 オンセ キャンバス12:40 ３部（１５分） サダ
大東 キャンバス オンセ フレンテ12:00 ３部（１５分） 田原

北河内全日　タイムスケジュール確定 担当　サダ　　

時間 番号 2017/7/8　伊加賀スポーツセンター 主審 副審 副審

四條畷 樟葉 アクバス ﾐｭｰﾄｽ
Ｌａｚｏ② アクバス ﾐｭｰﾄｽ 池の里
ﾐｭｰﾄｽ Ｌａｚｏ② 沖 四條畷
樟葉 交野
四條畷 ﾐｭｰﾄｽ

15:20 ２部リーグ 交野 延期
14:30 ２部リーグ 沖 後半延期

13:40 ２部リーグ 池の里
沖 四條畷12:50 ２部リーグ アクバス

池の里 樟葉12:00 ２部リーグ 沖
Ｌａｚｏ② 池の里 樟葉 アクバス11:10 ２部リーグ 交野
ﾐｭｰﾄｽ 四條畷 交野 Ｌａｚｏ②10:20 ２部リーグ アクバス

北河内全日　タイムスケジュール確定 担当ﾐｭｰﾄｽ　　

樟葉 交野 Ｌａｚｏ② 沖9:30 ２部リーグ 池の里
時間 番号 2017/7/2枚方樟葉南小学校 主審 副審 副審

Ａ枚方

交野北 ｼﾞｭﾈｽ
中宮

池の里 ﾚｵﾊﾟﾙﾄﾞ Ｌａｚｏ②11:40 ２部

ｼﾞｭﾈｽ15:50 ２部 交野北 Ａ枚方 沖Ｔｉａｍｏ交野

アクバス

15:50 １部 Ｄ大阪 西長尾 交野 四條畷 Ｌａｚｏ①

ミュートス11:40 １部 宇山 西長尾 樟葉

時間 番号 2017/7/8　JグリーンＳ８Ａ 主審 副審 副審 時間 番号 2017/7/8　JグリーンＳ８Ｂ 主審 副審 副審
9:10 ２部 池の里 Ｌａｚｏ② 宇山 四條畷 リーベ 9:10 ２部 アクバス ﾚｵﾊﾟﾙﾄﾞ Ｄ大阪 Ｌａｚｏ① 沖
10:00 ２部 交野 樟葉 西長尾 池の里 Ｌａｚｏ② 10:00 ２部 Ａ枚方 ﾐｭｰﾄｽ 交野北 アクバス ﾚｵﾊﾟﾙﾄﾞ
10:50 ２部 四條畷 Ｔｉａｍｏ交野 リーベ 交野 樟葉 10:50 ２部 Ｌａｚｏ① 沖 中宮 Ａ枚方 ミュートス

12:30 １部 リーベ 長尾 Ｌａｚｏ① 宇山 西長尾 12:30 １部 Ｄ大阪 Ｌａｚｏ② 交野北 ｼﾞｭﾈｽ
13:20 ２部 池の里 ﾚｵﾊﾟﾙﾄﾞ 四條畷 Ｄ大阪 Ｔｉａｍｏ交野 中宮
14:10 ２部 交野 ﾐｭｰﾄｽ 池の里 Ｄ大阪

長尾
14:10 ２部 樟葉

沖13:20 ２部 Ｌａｚｏ② アクバス

Ｌａｚｏ① ﾚｵﾊﾟﾙﾄﾞ 交野
西長尾

15:00 ２部 四條畷 Ｔｉａｍｏ交野

アクバス 交野北 Ｔｉａｍｏ交野

２部 沖 ｼﾞｭﾈｽ

※グランドの時間がありますのでハーフタイムの時間厳守お願いします。※グランドの時間がありますのでハーフタイムの時間厳守お願いします。

北河内全日　タイムスケジュール確定 担当　リーベ、宇山　 北河内全日　タイムスケジュール確定 担当　Ｄ大阪、長尾　

Ａ枚方樟葉ミュートス 15:00

北河内全日　タイムスケジュール確定 担当　泉　 北河内全日　タイムスケジュール確定 担当　サダ　　

時間 番号 2017/7/9　泉小学校 主審 副審 副審 時間 番号 2017/7/15　伊加賀スポーツセンター 主審 副審 副審
10:00 １部 ガンバ② ＴｉａｍｏＪｒ 北風 ＳＯＫＡ レバンテ 12:00 ３部（１５分） キャンバス 田原 セイント フレンテ スマイル

10:50 １部 泉 リトル 脇田 北風 ＳＯＫＡ 12:40 ３部（１５分） サダ セイント スマイル キャンバス 田原
11:40 ３部（１５分） 北風 ＳＯＫＡ ガンバ Ｔｉａｍｏ 泉 13:20 ３部（１５分） フレンテ スマイル キャンバス サダ セイント
12:20 ３部（１５分） 脇田 レバンテ リトル ガンバ Ｔｉａｍｏ 14:00 ３部（１５分） キャンバス サダ 田原 フレンテ セイント
13:00 １部 泉 ＴｉａｍｏＪｒ レバンテ 脇田 北風 14:40 ３部（１５分） 田原 スマイル フレンテ キャンバス サダ
13:50 １部 ガンバ② リトル ＳＯＫＡ レバンテ 脇田 15:20 ３部（１５分） フレンテ セイント サダ 田原 スマイル

14:40 ３部（１５分） 北風 脇田 泉
15:20 ３部（１５分） ＳＯＫＡ レバンテ ガンバ

リトル Ｔｉａｍｏ
泉 リトル

落雷の為、9月以降に延期となります。



※グランドの時間がありますのでハーフタイムの時間厳守お願いします。 セイント 田原 サクラ 大東15:40 ３部 キャンバス

セイント キャンバス 北風 フレンテ12:20 ３部 田原リトル Ｌａｚｏ② Ａ枚方 Ｌａｚｏ①12:30 １部 リーベ

北河内全日　タイムスケジュール確定 担当　リーベ　 北河内全日　タイムスケジュール確定 担当　　ｽﾏｲﾙ

時間 番号 2017/7/16　ＪグリーンＳ１５ 主審 副審 副審 時間 番号 2017/7/16 サプリ村野 主審 副審 副審
9:10 ２部 池の里 Ｔｉａｍｏ交野 Ｌａｚｏ① 四條畷 Ｌａｚｏ② 9:40 ３部 北風 浜町 大東 フレンテ ＳＯＫＡ
10:00 ２部 アクバス ｼﾞｭﾈｽ リーベ 池の里 Ｔｉａｍｏ交野 10:20 ３部 フレンテ ＳＯＫＡ スマイル 北風 浜町
10:50 ２部 四條畷 Ｌａｚｏ② リトル アクバス ｼﾞｭﾈｽ 11:00 ３部 スマイル 大東 北風 キャンバス サクラ
11:40 ２部 Ａ枚方 Ｌａｚｏ① 四條畷 池の里 ｼﾞｭﾈｽ 11:40 ３部 キャンバス サクラ 浜町 スマイル 大東

13:20 ２部 池の里 ｼﾞｭﾈｽ Ｔｉａｍｏ交野 リーベ リトル 13:00 ３部 北風 フレンテ ＳＯＫＡ 田原 セイント
14:10 ２部 アクバス Ｔｉａｍｏ交野 池の里 四條畷 Ａ枚方 13:40 ３部 浜町 スマイル フレンテ ＳＯＫＡ 田原
15:00 ２部 Ｌａｚｏ① Ｌａｚｏ② Ａ枚方 アクバス Ｔｉａｍｏ交野 14:20 ３部 田原 ＳＯＫＡ 浜町 サクラ スマイル

15:50 ２部 四條畷 Ａ枚方 アクバス Ｌａｚｏ① Ｌａｚｏ② 15:00 ３部 サクラ 大東 スマイル キャンバス セイント

北河内全日　タイムスケジュール確定 担当　ミュートス　 北河内全日　タイムスケジュール確定 担当　A枚方

副審 副審

時間 番号 2017/7/17　枚方市香里小学校　 主審 副審 副審 時間 番号 2017/7/17大東四条Ｇ 主審 副審 副審
10:00 ２部 交野北 Ｌａｚｏ② ミュートス 樟葉 沖
10:50 ２部 交野 Ｌａｚｏ① Ｔｉａｍｏ交野 ミュートス 樟葉 9:40 ３部（１５分） 浜町 サダ Ａ枚方 サクラ ｼﾞｭﾈｽ
11:40 ２部 ミュートス 樟葉 交野北 Ｌａｚｏ② 交野 10:20 ３部（１５分） サクラ オンセ ｼﾞｭﾈｽ 浜町 サダ
12:30 ２部 沖 Ｔｉａｍｏ交野 Ｌａｚｏ① 交野北 交野 11:00 2部 Ａ枚方 ｼﾞｭﾈｽ サダ サクラ オンセ
13:20 ２部 交野北 Ｌａｚｏ① 沖 Ｔｉａｍｏ交野 ミュートス 11:50 ３部（１５分） サダ レバンテ Ａ枚方 浜町 サクラ
14:00 ２部 ミュートス Ｌａｚｏ② 樟葉 交野北 沖 12:40 ３部（１５分） 脇田 オンセ 浜町 レバンテサダ
14:50 ２部 交野 沖 Ｌａｚｏ② Ｌａｚｏ① Ｔｉａｍｏ交野 13:20 ３部（１５分） 浜町 サクラ レバンテ脇田 オンセ
15:40 ２部 樟葉 Ｔｉａｍｏ交野 交野 Ｌａｚｏ① Ｌａｚｏ②

北河内全日　タイムスケジュール確定 担当　長尾　 北河内全日　タイムスケジュール確定 担当　　リーベ

時間 番号 2017/7/16　枚方市藤阪小学校 主審 時間 番号 2017/7/17 枚方市中の池公園 主審 副審 副審
13:30 １部 宇山 枚方ｻﾝｸﾗﾌﾞ 長尾 中宮 枚方ＦＣ 9:00 １部 宇山 中宮 梶 長尾 枚方サン

14:30 １部 西長尾 長尾 枚方ＦＣ 宇山 枚方サン 9:50 １部 梶 リーベ 枚方サン 宇山 中宮
15:30 １部 中宮 枚方ＦＣ 宇山 西長尾 長尾 10:40 １部 長尾 枚方ｻﾝｸﾗﾌﾞ 中宮 梶 リーベ

11:30 １部 西長尾 枚方ＦＣ リトル Ｌユナイ ＳＯＫＡ
12:20 １部 ＴｉａｍｏＪｒ リトル 枚方ＦＣ Ｌユナイ 西長尾
13:10 ３部（１５分） Ｌユナイテッド ＳＯＫＡ 西長尾 Ｔｉａｍｏ リトル



北河内全日　タイムスケジュール確定 担当　脇田（Ａ枚方Ｇ）　

時間 番号 2017/7/22大東四条Ｇ 主審 副審 副審
9:00 ３部（１５分） 脇田 浜町 北風 オンセ Ｌユナイ
9:40 ３部（１５分） Ｌユナイテッド 大東 オンセ 脇田 浜町
10:20 ３部（１５分） オンセ 北風 脇田
11:00 ３部（１５分） 脇田 大東 浜町

オンセ 浜町 北風

Ｌユナイ 大東
Ｌユナイ 北風
脇田 大東

12:20 ３部（１５分） Ｌユナイテッド オンセ 浜町
11:40 ３部（１５分）

北風 大東

10:20 ２部 アクバス
9:30 ２部 四條畷 池の里 アクバス交野北

担当　Ａ枚方　

時間 番号 2017/7/23大東四条Ｇ 主審 副審 副審

11:10 ２部 Ａ枚方

北河内全日　タイムスケジュール確定

ﾚｵﾊﾟﾙﾄﾞ

アクバス
四條畷

交野北 ﾚｵﾊﾟﾙﾄﾞ 四條畷

アクバス

Ａ枚方
池の里 交野北 ﾚｵﾊﾟﾙﾄﾞ 四條畷

12:00 ２部 ﾚｵﾊﾟﾙﾄﾞ

グランド使用可能時間が９：００－１３：００の為、アクバスｖｓ四條畷は延期させていただきます。

交野北 Ａ枚方 池の里
２部 延期

北河内全日　タイムスケジュール確定 担当　ガンバ　 北河内全日　タイムスケジュール確定 担当　長尾　

グランド提供Ａ枚方　（運営脇田）

時間 番号 2017/7/30 万博人工芝 主審 副審 副審 時間 番号 2017/7/30 枚方市藤阪小 主審 副審 副審
9:30 1部 ガンバ① ＴｉａｍｏＪｒ ﾚｵﾊﾟﾙﾄﾞ ｼﾞｭﾈｽ 枚方サン 13:30 １部 宇山 泉 長尾 西長尾 梶
10:20 1部 ガンバ② 枚方ｻﾝｸﾗﾌﾞ ｼﾞｭﾈｽ Ｔｉａｍｏ 14:30 １部 長尾 枚方ＦＣ 梶 宇山 泉
11:10 2部 ﾚｵﾊﾟﾙﾄﾞ ｼﾞｭﾈｽ ガンバ ガンバ Ｔｉａｍｏ 15:30 １部 西長尾 梶 宇山 長尾 枚方ＦＣ
12:00 1部 ガンバ① ガンバ② 枚方サン Ｔｉａｍｏ
12:50 1部 ＴｉａｍｏＪｒ 枚方ｻﾝｸﾗﾌﾞ ガンバ ガンバ ﾚｵﾊﾟﾙﾄﾞ

現在となりのコート（中河内と副審変更交渉中）


