
　　　　 平成２７年度　南河内少年サッカー連盟春季大会

４年生　予選トーナメント

　 　　　　　４月１１日(土）　　富田林市立スポーツ公園

　　　　　　Ａコート

　試合 　　　　　　時　間 　主　審 　４　審

　　① 　　９：３０　～　１０：０５ 　ヴィトーリ松原ＦＣ　　　　　　－　　小金台ＦＣ１ｓｔ 　　③左 　　③右

　　② 　１０：１０　～　１０：４５ 　富田林中央ＪＳＣ　　　　 ー　　ＬＳＡ　ＦＣ 　　①負 　　①勝

　　③ 　１０：５０　～　１１：２５ 　ＴＳＫ金剛２nd ー　　河南ＳＣ 　　②負 　　②勝

　　④ 　１１：３０　～　１２：０５ 　ＭＡＤＲＩＤＩＳＭＯ ー 　大阪狭山ＳＣ 　　③負 　　③勝

　　⑤ 　１２：１０　～　１２：４５ 　Ａ－１　勝 ー　　Ｂ－１　勝 　　④負 　　④勝

　　⑥ 　１２：５０　～　１３：２５ 　Ａ－３　勝 ー　　Ｂ－３　勝 　　⑤負 　　⑤勝

　　⑦ 　１３：３０　～　１４：０５ 　Ｃ－２　勝 ー　　Ｄ－５　勝 　　⑥負 　　⑥勝

　　⑧ 　１４：１０　～　１４：４５

　　　　　　Ｂコート

　試合 　　　　　　時　間 　主　審 　４　審

　　① 　　９：３０　～　１０：０５ 　大伴ＦＣ ー　　ＴＳＫ金剛1st 　　③左 　　③右

　　② 　１０：１０　～　１０：４５ 　常盤ＦＣ1ｓｔ ー　　ＦＣ　ＦＯＲＺＡ 　　①負 　　①勝

　　③ 　１０：５０　～　１１：２５ 　長野ＦＣ ー　　リバースＦＣ 　　②負 　　②勝

　　④ 　１１：３０　～　１２：０５ 　小金台ＦＣ２nd ー　　三日市ＦＣ 　　③負 　　③勝

　　⑤ 　１２：１０　～　１２：４５ 　Ｃ－１　勝 ー　　Ｄ－１　勝 　　④負 　　④勝

　　⑥ 　１２：５０　～　１３：２５ 　Ｃ－３　勝 ー　　Ｄ－３　勝 　　⑤負 　　⑤勝

　　⑦ 　１３：３０　～　１４：０５ 　

　　⑧ 　１４：１０　～　１４：４５

　　　　　　Ｃコート

　試合 　　　　　　時　間 　主　審 　４　審

　　① 　　９：３０　～　１０：０５ 　太子町ＪＳＣ ー　　加賀田ＳＣ１st 　　③左 　　③右

　　② 　１０：１０　～　１０：４５ 　松原ＦＣＥＭＡＺＩＣ ー　　楠ＪＳＣ 　　①負 　　①勝

　　③ 　１０：５０　～　１１：２５ 　古市ＪＳＣ ー　　常盤ＦＣ２nd 　　②負 　　②勝

　　④ 　１１：３０　～　１２：０５ 　伏山台２nd ー　　羽曳野ＳＳ 　　③負 　　③勝

　　⑤ 　１２：１０　～　１２：４５ 　Ａ－２　勝 ー　　Ｂ－２　勝 　　④負 　　④勝

　　⑥ 　１２：５０　～　１３：２５ 　Ａ－４　勝 ー　　Ｂ－４　勝 　　⑤負 　　⑤勝

　　⑦ 　１３：３０　～　１４：０５

　　⑧ 　１４：１０　～　１４：４５

　　　　　　Ｄコート

　試合 　　　　　　時　間 　主　審 　４　審

　　① 　　９：３０　～　１０：０５ 　金剛ＲＳ ー　　古市南ＳＣ 　　③左 　　③右

　　② 　１０：１０　～　１０：４５ 　藤井寺ＪＳＣ ー　　伏山台ＦＣ１st 　　①負 　　①勝

　　③ 　１０：５０　～　１１：２５ 　松原ＦＣ天美 ー　　小山田ＦＣ 　　②負 　　②勝

　　④ 　１１：３０　～　１２：０５ 　ＪＳＣ　ＳＡＫＡＩ ー　　加賀田ＳＣ２nd 　　③負 　　③勝

　　⑤ 　１２：１０　～　１２：４５   Ｄ－２　勝 ー　　池尻ＦＣ 　　④負 　　④勝

　　⑥ 　１２：５０　～　１３：２５ 　Ｄ－４　勝 ー　　大阪狭山ラポールＦＣ 　　⑤負 　　⑤勝

　　⑦ 　１３：４０　～　１４：１５ １４：１５ 　Ｃ－４　勝 ー　　Ｄ－６　勝 　　⑥負 　　⑥勝

　　⑧ 　１４：２０　～　１５：００



平成２７年度　南河内少年サッカー連盟春季大会

５年生　予選トーナメント

　　　　　４月１８日(土）　　富田林市立スポーツ公園

　　　　　Ａコート

　試合 　　　　　　時　間 　主　審 　４　審

　　① 　　９：３０　～　１０：０５ 　小金台ＦＣ１st                 ー　松原ＦＣ天西 　　③左 　　③右

　　② 　１０：１０　～　１０：４５ 　大阪狭山ＳＣ１st ー　大伴ＦＣ 　　①負 　　①勝

　　③ 　１０：５０　～　１１：２５ 　伏山台ＦＣ１st ー　ＬＳＡ　ＦＣ 　　②負 　　②勝

　　④ 　１１：３０　～　１２：０５ 　加賀田ＳＣ１st ー　大阪狭山ラポールＦＣ 　　③負 　　③勝

　　⑤ 　１２：１０　～　１２：４５ 　Ｂ－１　勝 ー　金剛ＲＳ．ＦＣ 　　④負 　　④勝

　　⑥ 　１２：５０　～　１３：２５ 　Ｂ－３　勝 ー　長野ＦＣ２nd 　　⑤負 　　⑤勝

　　⑦ 　１３：３０　～　１４：０５ 　Ｄ－４　勝 ー　古市ＪＳＣ 　　⑥負 　　⑥勝

　　⑧ 　１４：１０　～　１４：４５ 　Ｃ－２　勝 ー　Ｄ－５　勝 　　⑦負 　　⑦勝

　　⑨ 　１４：５０　～　１５：２５ 　Ｄ－６　勝 ー　Ａ－７　勝 　　⑧負 　　⑧勝

　　　　　　Ｂコート

　試合 　　　　　　時　間 - 　主　審 　４　審

　　① 　　　９：３０　～　１０：０５ 　ＪＳＣ　ＳＡＫＡＩ ー　小金台ＦＣ２nd 　　③左 　　③右

　　② 　　１０：１０　～　１０：４５ 　伏山台ＦＣ２nd ー　ヴィトーリア松原ＦＣ 　　①負 　　①勝

　　③ 　　１０：５０　～　１１：２５ 　三日市ＦＣ ー　リバースＦＣ 　　②負 　　②勝

　　④ 　　１１：３０　～　１２：０５ 　加賀田ＳＣ２nd ー　ＦＣ　ＦＯＲＺＡ 　　③負 　　③勝

　　⑤ 　　１２：１０　～　１２：４５ 　Ｄ－１　勝 ー　羽曳野ＳＳ 　　④負 　　④勝

　　⑥ 　　１２：５０　～　１３：２５ 　Ｄ－３　勝 ー　松原ＦＣ天美２nd 　　⑤負 　　⑤勝

　　⑦ 　　１３：３０　～　１４：０５ 　Ａ－１　勝 ー　Ａ－５　勝 　　⑥負 　　⑥勝

　　⑧ 　　１４：１０　～　１４：４５ 　Ａ－３　勝 ー　Ａ－６　勝 　　⑦負 　　⑦勝

　　⑨ 　　１４：５０　～　１５：２５

　　　　　　Ｃコート

　試合 　　　　　　時　間 　主　審 　４　審

　　① 　　９：３０　～　１０：０５ 　ＴＳＫ金剛１st ー　松原ＦＣ　ＥＭＡＺＩＣ 　　③左 　③右

　　② 　１０：１０　～　１０：４５ 　常盤ＦＣ ー　ＴＳＫ金剛２nd 　　①負 　①勝

　　③ 　１０：５０　～　１１：２５ 　河南ＳＣ ー　藤井寺ＪＳＣ２nd 　　②負 　②勝

　　④ 　１１：３０　～　１２：０５ 　ＭＡＤＲＩＤＩＳＭＯ ー　楠ＪＳＣ 　　③負 　③勝

　　⑤ 　１２：１０　～　１２：４５ 　Ｂ－２　勝 ー　ＦＣさやまＰＲＩＭＡＲＹ 　　④負 　④勝

　　⑥ 　１２：５０　～　１３：２５ 　Ｂ－４　勝 ー　葛城ＪＳＣ 　　⑤負 　⑤勝

　　⑦ 　１３：３０　～　１４：０５ 　Ｃ－１　勝 ー　Ｂ－５　勝 　　⑥負 　⑥勝

　　⑧ 　１４：１０　～　１４：４５ 　Ｃ－３　勝 ー　Ｂ－６　勝 　　⑦負 　⑦勝

　　⑨ 　１４：５０　～　１５：２５

　　　　　Ｄコート

　試合 　　　　　　時　間　 　主　審 　４　審

　　① 　　９：３０　～　１０：０５ 　小山田ＦＣ ー　松原ＦＣ天美１st 　　③左 　　③右

　　② 　１０：１０　～　１０：４５ 　富田林中央ＪＳＣ ー　藤井寺ＪＳＣ１st 　　①負 　　①勝

　　③ 　１０：５０　～　１１：２５ 　太子町ＪＳＣ ー　池尻ＦＣ 　　②負 　　②勝

　　④ 　１１：３０　～　１２：０５ 　アトレチコ大阪ＳＳ ー　長野ＦＣ1st 　　③負 　　③勝

　　⑤ 　１２：１０　～　１２：４５ 　Ｄ－２　勝 ー　古市南ＳＣ 　　④負 　　④勝

　　⑥ 　１２：５０　～　１３：２５ 　大阪狭山ＳＣ２nd ー　Ｃ－４　勝 　　⑤負 　　⑤勝

　　⑦ 　１３：３０　～　１４：０５ 　Ａ－２　勝 ー　Ｃ－５　勝 　　⑥負 　　⑥勝

　　⑧ 　１４：１０　～　１４：４５ 　Ａ－４　勝 ー　Ｃ－６　勝 　　⑦負 　　⑦勝

　　⑨ 　１４：５０　～　１５：２５


