
2021/10/10

日時

会場

本部運営 本部運営

試合時間 主審 予備審 試合時間 主審 予備審

１０：００～ 西京極 - 南つつじ 桂川 嵯峨 １０：００～ ボルト - アンフィニＢ ウエスト フォレスト

１０：４０～ 桂川 - 嵯峨 南つつじ 西京極 １０：４０～ ウエスト - フォレスト ボルト アンフィニＢ

１１：２０～ アンフィニＷ - リノ 嵯峨 桂川 １１：２０～ 花園 - 南丹八木 フォレスト ウエスト

１２：００～ ズイーガ - 南つつじ リノ アンフィニＷ １２：００～ アンフィニＢ - 園部 南丹八木 花園

１２：４０～ 西京極 - 桂川 ズイーガ 南つつじ １２：４０～ ウエスト - ボルト 園部 アンフィニＢ

１３：２０～ 嵯峨 - アンフィニＷ 西京極 桂川 １３：２０～ フォレスト - 花園 ボルト ウエスト

１４：００～ リノ - ズイーガ アンフィニＷ 嵯峨 １４：００～ 南丹八木 - 園部 花園 フォレスト

１４：４０～ - リノ ズイーガ １４：４０～ - 南丹八木 園部

１５：２０～ - 0 0 １５：２０～ -

日時

会場

本部運営 本部運営

試合時間 主審 予備審 試合時間 主審 予備審

１０：００～ アンフィニＷ - 合同A（常磐野・宇多野） リノ 南つつじ １０：００～ 西山 - 合同B（桂・松陽） フォレスト アンフィニＢ

１０：４０～ リノ - 南つつじ 合同A（常磐野・宇多野） アンフィニＷ １０：４０～ フォレスト - アンフィニＢ 合同B（桂・松陽） 西山

１１：２０～ 合同A（常磐野・宇多野） - 南太秦 南つつじ リノ １１：２０～ 南丹八木 - 合同B（桂・松陽） アンフィニＢ フォレスト

１２：００～ 太秦 - アンフィニＷ 南太秦 合同A（常磐野・宇多野） １２：００～ 園部 - 花園 南丹八木 合同B（桂・松陽）

１２：４０～ 嵯峨 - リノ アンフィニＷ 太秦 １２：４０～ 西山 - 南丹八木 園部 花園

１３：２０～ 南つつじ - 太秦 嵯峨 リノ １３：２０～ 花園 - アンフィニＢ 西山 南丹八木

１４：００～ 嵯峨 - 南太秦 太秦 南つつじ １４：００～ フォレスト - 園部 花園 アンフィニＢ

１４：４０～ - １４：４０～ - フォレスト 園部

１５：２０～ - 0 0 １５：２０～ - 0 0

日時

会場

本部運営 本部運営

試合時間 主審 予備審 試合時間 主審 予備審

１０：００～ １０：００～ 桂川 - 南太秦 合同A（常磐野・宇多野） 西京極

１０：４０～ １０：４０～ 合同A（常磐野・宇多野） - 西京極 南太秦 桂川

１１：２０～ １１：２０～ 桂川 - アンフィニＷ 西京極 合同A（常磐野・宇多野）

１２：００～ １２：００～ 南つつじ - 南太秦 桂川 アンフィニＷ

１２：４０～ １２：４０～ アンフィニＷ - 西京極 南つつじ 南太秦

１３：２０～ １３：２０～ 南つつじ - 合同A（常磐野・宇多野） アンフィニＷ 西京極

１４：００～ １４：００～ - 南つつじ 合同A（常磐野・宇多野）

１４：４０～ １４：４０～ - 0 0

１５：２０～ １５：２０～ -

日時

会場

本部運営 本部運営

試合時間 主審 予備審 試合時間 主審 予備審

１０：００～ 嵯峨 - ズイーガ 太秦 リノ １０：００～ 南丹八木 - フォレスト 花園 ボルト

１０：４０～ 太秦 - リノ ズイーガ 嵯峨 １０：４０～ 花園 - ボルト 南丹八木 フォレスト

１１：２０～ 西京極 - 嵯峨 リノ 太秦 １１：２０～ 西山 - フォレスト ボルト 花園

１２：００～ ズイーガ - 合同A（常磐野・宇多野） 嵯峨 西京極 １２：００～ ウエスト - 南丹八木 フォレスト 西山

１２：４０～ リノ - 桂川 合同A（常磐野・宇多野） ズイーガ １２：４０～ ボルト - 合同B（桂・松陽） ウエスト 南丹八木

１３：２０～ 西京極 - 太秦 桂川 リノ １３：２０～ 西山 - ウエスト 合同B（桂・松陽） ボルト

１４：００～ 合同A（常磐野・宇多野） - 桂川 西京極 太秦 １４：００～ 合同B（桂・松陽） - 花園 西山 ウエスト

１４：４０～ - 合同A（常磐野・宇多野） 桂川 １４：４０～ - 合同B（桂・松陽） 花園

１５：２０～ - 0 0 １５：２０～ - 0 0

第２回京都建物杯　ＪＦＡU－１１サッカーリーグ２０２１京都　西

4月11日(日)

園部多目的G

ズイーガ  リノ  桂川 園部  南丹八木  花園

A ピッチ B ピッチ

南つつじ

西京極  合同A（常磐野・宇多野）  太秦 西京極  合同A（常磐野・宇多野）  太秦

A ピッチ B ピッチ

南太秦、アンフィニW 南丹八木

7月11日(日)

園部多目的G

7月4日(日)

園部多目的G

南つつじ  太秦  嵯峨 フォレスト  アンフィニＢ  園部

B ピッチA ピッチ

U-12リーグ実施

南つつじ　南太秦

10月23日(土)

伏見桃山城G

西京極  合同A（常磐野・宇多野）  太秦 南丹八木  ボルト  西山

A ピッチ B ピッチ



2021/10/10

日時

会場

本部運営 本部運営 ２部

試合時間 主審 予備審 試合時間 主審 予備審

１０：００～ 桂川 - 太秦 ウエスト 花園 １０：００～ 南太秦 - ズイーガ 園部 西山

１０：４０～ ウエスト - 花園 桂川 太秦 １０：４０～ 園部 - 西山 南太秦 ズイーガ

１１：２０～ ズイーガ - 桂川 花園 ウエスト １１：２０～ 太秦 - 南太秦 西山 園部

１２：００～ 園部 - ボルト ズイーガ 桂川 １２：００～ 花園 - 西山 太秦 南太秦

１２：４０～ フォレスト - 合同B（桂・松陽） ボルト 園部

１３：２０～ アンフィニＢ - ウエスト 合同B（桂・松陽） フォレスト １３：３０～ 南丹八木 - COREA 園部 COREA

１４：００～ ボルト - フォレスト アンフィニＢ ウエスト -

１４：４０～ 合同B（桂・松陽） - アンフィニＢ フォレスト ボルト １５：００〜 園部 - COREA 南丹八木 COREA

１５：２０～ - 合同B（桂・松陽） アンフィニＢ -

日時

会場

本部運営 本部運営

試合時間 主審 予備審 試合時間 主審 予備審

１０：００～ リノ - ウエスト ズイーガ 松陽 １０：００～ 西京極 - ズイーガ アンフィニＷ 南太秦

１０：５０～ ズイーガ - 松陽 ウエスト リノ １０：４０～ アンフィニＷ - 南太秦 西京極 ズイーガ

１１：４０～ ウエスト - アンフィニＢ 松陽 ズイーガ １１：２０～ 西京極 - リノ 南太秦 アンフィニＷ

１２：３０～ 松陽 - リノ アンフィニＢ ウエスト １２：００～ 合同B（桂・松陽） - 園部 リノ 西京極

１３：２０～ 南太秦 - ズイーガ リノ 松陽 １２：４０～ ズイーガ - アンフィニＷ 合同B（桂・松陽） 園部

１４：１０～ アンフィニＢ TM 南太秦 ズイーガ １３：２０～ 園部 - ウエスト ズイーガ アンフィニＷ

１５：００～ - アンフィニＢ 0 １４：００～ リノ TM 合同B（桂・松陽） 園部 ウエスト

１４：４０～ ウエスト TM リノ 合同B（桂・松陽）

１５：２０～ - ウエスト 0

日時

会場

本部運営 本部運営

試合時間 主審 予備審 試合時間 主審 予備審

９：３０～ 太秦Ｂ - 嵯峨 アンフィニＷ 園部 ９：３０～ 花園 - 宇多野 フォレスター 常磐野

１０：２０～ アンフィニＷ - 園部 嵯峨 太秦Ｂ １０：２０～ フォレスター - 常磐野 花園 宇多野

１１：１０～ 南太秦 - 太秦Ｂ 園部 アンフィニＷ １１：１０～ 花園 - 南丹八木 常磐野 フォレスター

１２：００～ アンフィニＢ - 嵯峨 太秦Ｂ 南太秦 １２：００～ 宇多野 - フォレスター 南丹八木 花園

１２：５０～ アンフィニＷ TM 南太秦 １２：５０～ 南丹八木 - 常磐野 宇多野 フォレスター

本部運営

１３：４０～ 嵯峨 - 太秦 南つつじ アンフィニＷ １３：４０～ 園部 TM アンフィニＢ

１４：２０～ 南つつじ - アンフィニＷ 太秦 嵯峨 １４：２０～ 西京極 - 南太秦 合同A（常磐野・宇多野） 本部

１５：００～ アンフィニＷ TM 西京極 １５：００～ 太秦 - 合同A（常磐野・宇多野） 南太秦 西京極

１５：４０～ 南つつじ - 嵯峨 アンフィニＷ 南つつじ １５：４０～ 南太秦 TM 合同A（常磐野・宇多野）

日時

会場

本部運営 本部運営

試合時間 主審 予備審 試合時間 主審 予備審

１０：００～ 合同A（常磐野・宇多野） - リノ ズイーガ 太秦 １０：００～ アンフィニＢ - 西山 ボルト 南丹八木

１０：４０～ ズイーガ - 太秦 リノ 合同A（常磐野・宇多野） １０：４０～ ボルト - 南丹八木 西山 アンフィニＢ

１１：２０～ 南つつじ - 桂川 太秦 ズイーガ １１：２０～ ウエスト - 合同B（桂・松陽） 南丹八木 ボルト

１２：００～ リノ - 南太秦 桂川 南つつじ １２：００～ アンフィニＢ - 南丹八木 ウエスト 合同B（桂・松陽）

１２：４０～ 嵯峨 - 合同A（常磐野・宇多野） 南太秦 リノ １２：４０～ 西山 - ボルト アンフィニＢ 南丹八木

１３：２０～ TM 嵯峨 合同A（常磐野・宇多野） １３：２０～

１４：００～ TM 0 0 １４：００～

１４：４０～ TM 0 0 １４：４０～

１５：２０～ TM 0 0 １５：２０～

第２回京都建物杯　ＪＦＡU－１１サッカーリーグ２０２１京都　西

10月31日(日)

園部多目的G

１部　南太秦　ズイーガ 合同B（桂・松陽）  ウエスト  アンフィニＢ

１部　リノ　アンフィニW　　　　２部　園部（１０時半集合）

A ピッチ B ピッチ

西山　園部ＰＭからＯＫ　　　２部　園部の本部は１０時３０分集合

A ピッチ B ピッチ

11月13日(土)

園部多目的G

U１２リーグ（本部　花園　太田競技委員長）

U１２リーグ

12月19日(日)

みどりヶ丘第2

桂川　嵯峨　南太秦 アンフィニＢ　ボルト　西山

11月20日(土)

吉祥院球技場

A ピッチ B ピッチ

１５分ハーフ

黄色部分　U１２リーグ 黄色部分　U１２リーグ

アンフィニW　南つつじ　南太秦（１２時集合）

本部は１２時集合

A ピッチ B ピッチ

TMは１試合のチームを優先に当日調整お願いします。

U１２リーグ　未消化試合実施予定
COREA対フォレスター

他調整出来れば入れます。


