
【１次リーグ】

Ａブロック
ＪＳＣ　ＳＡＫＡＩ 河南ＳＣ 富田林常盤ＦＣ 松原ＦＣ天美 勝点 得点 失点 差 順位

ＪＳＣ　ＳＡＫＡＩ

河南ＳＣ

富田林常盤ＦＣ

松原ＦＣ天美

Ｂブロック
羽曳野市ＳＳ 長野ＦＣ 小金台ＦＣ 藤井寺ＪＳＣ 勝点 得点 失点 差 順位

羽曳野市ＳＳ

長野ＦＣ

小金台ＦＣ

藤井寺ＪＳＣ

Ｃブロック
三日市ＦＣ ＬＳＡ　ＦＣ ＴＳＫ金剛ＳＣ ヴィトーリア松原ＦＣ 勝点 得点 失点 差 順位

三日市ＦＣ

ＬＳＡ　ＦＣ

ＴＳＫ金剛ＳＣ

ヴィトーリア松原ＦＣ

【南河内地区代表決定戦】

ＪＡ全農杯チビリンピック２０１５南河内地区予選

Ａ１位

Ｃ２位

Ｂ１位

代表３位の２位

Ｃ１位
プレーオフ

３位の１位

Ａ２位

Ｂ２位



【１次リーグ】

試合日時
会場

会場住所
駐車場 3 台

試合開始時間 ブロック 試合形式 主審 補助審
9:30 Ａ ３Ｐ － 小金台 藤井寺

10:20 Ｂ ３Ｐ － ＳＡＫＡＩ 常盤

11:10 Ｂ ３Ｐ － ＴＳＫ ヴィトーリア

12:00 Ａ ３Ｐ 羽曳野 長野

12:50 Ｃ ３Ｐ － 常盤 河南

13:40 Ｂ ３Ｐ － ヴィトーリア 三日市

14:30 Ａ ３Ｐ － 藤井寺 羽曳野

15:20 Ｃ ３Ｐ － 河南 天美

試合日時
会場

会場住所
駐車場 4 台

試合開始時間 ブロック 試合形式 主審 補助審
9:30 Ｂ ３Ｐ － 常盤 天美

10:20 Ｂ ３Ｐ － 羽曳野 小金台

11:10 Ａ ３Ｐ － 長野 藤井寺

試合日時
会場

会場住所
駐車場 10 台

試合開始時間 ブロック 試合形式 主審 補助審
9:30 Ｃ ３Ｐ － ＳＡＫＡＩ 河南

10:20 Ｃ ３Ｐ － 三日市 ＴＳＫ

11:10 Ａ ３Ｐ ＬＳＡ ヴィトーリア

ＬＳＡ ＦＣ ヴィトーリア松原ＦＣ
ＪＳＣ ＳＡＫＡＩ

三日市ＦＣ ＴＳＫ金剛ＳＣ

藤井寺ＪＳＣ 羽曳野市ＳＳ

会場注意事項
駐車場は臨時駐車場（カラオケボックス横）をご利用ください。
各チームタープはご用意ください。
喫煙場所は所定場所でお願いします。

富田林常盤ＦＣ 松原ＦＣ天美
長野ＦＣ 藤井寺ＪＳＣ

河南ＳＣ

対戦カード 審判

会場注意事項
煙指定場所でお願いします。
投石禁止。斜面登り禁止。水道飲水不可。
テント・シートなどは各自持参してください。

チーム名 結果 チーム名

ＪＳＣ ＳＡＫＡＩ 富田林常盤ＦＣ

城地学園総合グランド 会場提供ﾁｰﾑ ＬＳＡ ＦＣ
河内長野市清見台２－９

会場責任者
松本さん

各ﾁｰﾑ 090-4035-6240

結果 チーム名
羽曳野市ＳＳ 小金台ＦＣ

対戦カード

2015年　1月　17日　（土） 本部
藤井寺市立青少年グランド 会場提供ﾁｰﾑ

審判

 藤井寺市道明寺４－８－２８

松原ＦＣ天美
ヴィトーリア松原ＦＣ 三日市ＦＣ

2015年　1月　17日　（土） 本部

各ﾁｰﾑ

チーム名

ヴィトーリア松原ＦＣ

会場責任者
岩口さん

090-3053-6950

富田林常盤ＦＣ 河南ＳＣ

藤井寺ＪＳＣ

２０１５全農杯チビリンピック南河内地区予選　日程表

2015年　1月　10日　（土） 本部
藤井寺市立青少年グランド 会場提供ﾁｰﾑ 藤井寺ＪＳＣ

 藤井寺市道明寺４－８－２８
会場責任者

岩口さん
各ﾁｰﾑ 090-3053-6950

チーム名

小金台ＦＣ 藤井寺ＪＳＣ

会場注意事項
駐車場は臨時駐車場（カラオケボックス横）をご利用ください。
各チームタープはご用意ください。
喫煙場所は所定場所でお願いします。

対戦カード 審判

河南ＳＣ

結果 チーム名

羽曳野市ＳＳ 長野ＦＣ

ＴＳＫ金剛ＳＣ



試合日時
会場

会場住所
駐車場 8 台

試合開始時間 ブロック 試合形式 主審 補助審
9:00 Ｃ ３Ｐ － 小金台 長野

9:50 Ａ ３Ｐ － ＴＳＫ ＬＳＡ

10:40 Ｂ ３Ｐ － 三日市 ＬＳＡ

11:30 Ｃ ３Ｐ － 天美 ＳＡＫＡＩ

【南河内地区代表決定戦】

試合日時
会場

会場住所
駐車場 8 台

試合開始時間 ブロック 試合形式 主審 補助審
9:00 ① ３Ｐ － 本部 ３位の２位

10:00 ② ３Ｐ － 本部 ①の敗者

11:00 ③ ３Ｐ － 本部 ②の敗者

12:00 ④ ３Ｐ － 本部 ③の敗者

13:00 ⑤ ３Ｐ － 本部 ④の敗者

14:00 ⑥ ３Ｐ － 本部 ⑤の敗者

15:30 ⑦ ３Ｐ － 本部 ⑥の敗者

②の勝者 ④の勝者
⑤の勝者 ⑥の勝者

①の勝者 ③の勝者

Ｃ１位 ３位の１位
Ｂ１位 ３位の２位
Ａ２位 Ｂ２位

チーム名 結果 チーム名
Ａ１位 Ｃ２位

河内長野市清見台２－９
会場責任者

松本さん
各ﾁｰﾑ 090-4035-6240

会場注意事項
煙指定場所でお願いします。
投石禁止。斜面登り禁止。水道飲水不可。
テント・シートなどは各自持参してください。

対戦カード 審判

2015年　1月　25日　（日） 本部
城地学園総合グランド 会場提供ﾁｰﾑ ＬＳＡ ＦＣ

松原ＦＣ天美 ＪＳＣ ＳＡＫＡＩ

ＴＳＫ金剛ＳＣ ＬＳＡ ＦＣ

2015年　1月　24日　（土） 本部

三日市ＦＣ ＬＳＡ ＦＣ

会場注意事項
煙指定場所でお願いします。
投石禁止。斜面登り禁止。水道飲水不可。
テント・シートなどは各自持参してください。

チーム名 結果 チーム名
対戦カード 審判

城地学園総合グランド 会場提供ﾁｰﾑ ＬＳＡ ＦＣ
河内長野市清見台２－９

会場責任者
松本さん

各ﾁｰﾑ 090-4035-6240

小金台ＦＣ 長野ＦＣ


