
2021/12/10

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～ 西山 - 桂坂 南丹八木 桂川Ｒ １０：００～ 宇多野 - アンフィニ 合同B（桂、松陽） 花園

１０：４０～ 南丹八木 - 桂川Ｒ 西山 桂坂 １０：４０～ 合同B（桂、松陽） - 花園 宇多野 アンフィニ

１１：２０～ 桂坂 - フォレスト 桂川Ｒ 南丹八木 １１：２０～ 宇多野 - リノ 花園 合同B（桂、松陽）

１２：００～ 園部 - 西山 桂坂 フォレスト １２：００～ 南つつじ - アンフィニ 宇多野 リノ

１２：４０～ 南丹八木 - フォレスト 園部 西山 １２：４０～ リノ - 花園 アンフィニ 南つつじ

１３：２０～ 園部 - 桂川Ｒ フォレスト 南丹八木 １３：２０～ 合同B（桂、松陽） - 南つつじ リノ 花園

１４：００～ - 園部 桂川Ｒ １４：００～ - 合同B（桂、松陽） 南つつじ

１４：４０～ - 0 0 １４：４０～ - 0 0

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～ 桂川Ｗ - ボルト 西京極 園部 １０：００～ 太秦 - 合同B（桂、松陽） アンフィニ フォレスター

１０：４０～ 西京極 - 園部 桂川Ｗ ボルト １０：４０～ アンフィニ - フォレスター 太秦 合同B（桂、松陽）

１１：２０～ ズイーガ - 南丹八木 園部 西京極 １１：２０～ ウエスト - 常磐野 フォレスター アンフィニ

１２：００～ 園部 - ボルト ズイーガ 南丹八木 １２：００～ アンフィニ - 合同B（桂、松陽） ウエスト 常磐野

１２：４０～ 桂川Ｗ - 南丹八木 ボルト 園部 １２：４０～ 太秦 - 常磐野 合同B（桂、松陽） アンフィニ

１３：２０～ ズイーガ - 西京極 南丹八木 桂川Ｗ １３：２０～ フォレスター - ウエスト 常磐野 太秦

１４：００～ - ズイーガ 西京極 １４：００～ - フォレスター ウエスト

１４：４０～ - 0 0 １４：４０～ - 0 0

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～ 桂川Ｒ - 西山 西京極 フォレスト １０：００～ 南つつじ - フォレスター ウエスト 宇多野

１０：４０～ 西京極 - フォレスト 西山 桂川Ｒ １０：４０～ ウエスト - 宇多野 南つつじ フォレスター

１１：２０～ 西山 - 桂川Ｗ フォレスト 西京極 １１：２０～ 南つつじ - 常磐野 宇多野 ウエスト

１２：００～ 桂川Ｒ - 西京極 桂川Ｗ 西山 １２：００～ リノ - 太秦 南つつじ 常磐野

１２：４０～ フォレスト - 園部 桂川Ｒ 西京極 １２：４０～ 常磐野 - COREA リノ 太秦

１３：２０～ ズイーガ - 桂坂 園部 フォレスト １３：３０～ フォレスター - 花園 COREA 常磐野

１４：００～ リノ - ウエスト 桂坂 ズイーガ １４：１０～ 宇多野 - 太秦 フォレスター 花園

１４：４０～ ズイーガ - 桂川Ｗ リノ ウエスト １４：５０～ 花園 - COREA 太秦 宇多野

１５：２０～ 桂坂 - 園部 ズイーガ 桂川Ｗ １５：４０～ - 花園 COREA

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 - 桂坂 南丹八木 西山 １０：００～ 太秦 - ウエスト リノ 合同B（桂、松陽）

１０：４０～ 南丹八木 - 西山 桂坂 西京極 １０：４０～ リノ - 合同B（桂、松陽） ウエスト 太秦

１１：２０～ 桂坂 - 桂川Ｗ 西山 南丹八木 １１：２０～ 花園 - ウエスト 合同B（桂、松陽） リノ

１２：００～ 西京極 - 南丹八木 桂川Ｗ 桂坂 １２：００～ 常磐野 - 宇多野 花園 ウエスト

１２：４０～ フォレスト - ボルト 西京極 南丹八木 １２：４０～ 太秦 - 花園 宇多野 常磐野

１３：２０～ 桂川Ｗ - 桂川Ｒ フォレスト ボルト １３：２０～ フォレスター - リノ 太秦 花園

１４：００～ 西山 - ズイーガ 桂川Ｒ 桂川Ｗ １４：００～ 合同B（桂、松陽） - 常磐野 フォレスター リノ

１４：４０～ 桂川Ｒ - ボルト ズイーガ 西山 １４：４０～ 宇多野 - フォレスター 常磐野 合同B（桂、松陽）

１５：２０～ ズイーガ - フォレスト ボルト 桂川Ｒ １５：２０～ - #REF! #REF!
アンフィニ

10月24日(日)

丹波補助G

南丹八木  ボルト  桂坂 花園  フォレスター  リノ

A ピッチ B ピッチ

西山  桂川Ｒ  園部 ウエスト  南つつじ  宇多野

A ピッチ B ピッチ

 黄色部分　U12リーグ未消化試合実施（２０分ハーフ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本部（花園　太田競技委員長）

花園

10月17日(日)

園部多目的G

7月18日(日)

園部多目的G

桂川Ｗ  西京極  ズイーガ 常磐野　太秦　アンフィニ

U-10リーグ 1部 Aグループ / 1部 Bグループ

7月10日(土)

園部多目的G

南丹八木  フォレスト  園部 合同B（桂、松陽）  南つつじ  リノ

A ピッチ B ピッチ

A ピッチ B ピッチ



2021/12/10

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～ 常磐野 - アンフィニ ボルト 南丹八木 １０：００～ 花園 - 宇多野 園部 ズイーガ

１０：４０～ 南丹八木 - ボルト アンフィニ 常磐野 １０：４０～ 園部 - ズイーガ 花園 宇多野

１１：２０～ 花園 - 常磐野 南丹八木 ボルト １１：２０～ 南つつじ - 宇多野 ズイーガ 園部

１２：００～ 南丹八木 - 園部 常磐野 花園 １２：００～ ウエスト - アンフィニ 南つつじ 宇多野

１２：４０～ ズイーガ - 桂川Ｒ 南丹八木 園部 １２：４０～ 太秦 - 南つつじ ウエスト アンフィニ

１３：２０～ ボルト - 桂坂 桂川Ｒ ズイーガ １３：２０～ フォレスト - 西山 太秦 南つつじ

１４：００～ 桂川Ｒ TM ウエスト ボルト 桂坂 １４：００～ 太秦 TM フォレストor西山 フォレスト 西山

１４：４０～ 桂坂 TM 桂川Ｒ ウエスト １４：４０～ フォレストor西山 TM 太秦 フォレストor西山

１５：２０～ TM 桂坂 0 １５：２０～ TM フォレストor西山 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～ 桂坂 - 桂川Ｒ ボルト 西京極 １０：００～ 花園 - 南つつじ アンフィニ リノ

１０：４０～ ボルト - 西京極 桂坂 桂川Ｒ １０：４０～ アンフィニ - リノ 南つつじ 花園

１１：２０～ フォレスト - 桂川Ｒ 西京極 ボルト １１：２０～ 合同B（桂、松陽） - ウエスト リノ アンフィニ

１２：００～ 西京極 - 桂川Ｗ フォレスト 桂川Ｒ １２：００～ アンフィニ - 花園 合同B（桂、松陽） ウエスト

１２：４０～ 桂坂 - 南丹八木 桂川Ｗ 西京極 １２：４０～ ウエスト - 南つつじ 花園 アンフィニ

１３：２０～ ズイーガ - ボルト 南丹八木 桂坂 １３：２０～ 常磐野 - リノ ウエスト 南つつじ

１４：００～ フォレスト - 桂川Ｗ ズイーガ ボルト １４：００～ 合同B（桂、松陽） - 宇多野 常磐野 リノ

１４：４０～ 南丹八木 TM 宇多野 桂川Ｗ フォレスト １４：４０～ 常磐野 - フォレスター 宇多野 合同B（桂、松陽）

１５：２０～ ズイーガ TM フォレスター 宇多野 南丹八木 １５：２０～ TM フォレスター 常磐野

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～ 西京極 - 西山 園部 桂川Ｗ １０：００～ アンフィニ - 太秦 合同B（桂、松陽） フォレスター

１０：４０～ 桂川Ｗ - 園部 西山 ボルト １０：４０～ フォレスター - 合同B（桂、松陽） 太秦 アンフィニ

１１：２０～ ボルト - 西山 西京極 園部 １１：２０～ リノ - 南つつじ フォレスター 合同B（桂、松陽）

１２：００～ 西京極 TM アンフィニ 西山 ボルト １２：００～ フォレスター - 太秦 南つつじ リノ

１２：４０～ 桂川Ｗ TM 花園 アンフィニ 西京極 １２：４０～ 合同B（桂、松陽） TM ズイーガ 太秦 フォレスター

１３：２０～ 園部 TM ウエスト 花園 桂川Ｗ １３：２０～ ボルト TM リノ ズイーガ 合同B（桂、松陽）

１４：００～ 花園 TM 園部 ウエスト １４：００～ 南つつじ TM 西山 リノ ボルト

１４：４０～ ズイーガ TM 0 花園 １４：４０～ ウエスト TM 南つつじ 西山

１５：２０～ TM 0 ズイーガ １５：２０～ TM ウエスト 0

１６：００～ TM 0 0 TM 0 0

　　　　　審判の予定が変則になっていますのでお間違いのないようにお願いします。
　　　　　ＴＭ参加チーム　西京極、西山、アンフィニ、桂川Ｗ、合同（桂・松陽）、ボルト、リノ、南つつじ、園部
　　　　　　　　　　　　　　　　花園、ウエスト、ズイーガ
　　　　　ＴＭについて１試合は入れておりますが更に希望される場合は当日、調整をお願いします。

12月18日(土)

園部多目的G

桂川Ｗ  西山  アンフィニ  南つつじ  

A ピッチ B ピッチ

ボルト  桂川Ｒ  西京極 花園  合同B（桂、松陽）  ウエスト

A ピッチ B ピッチ

西山

A ピッチ B ピッチ

11月21日(日)

丹波補助G

U-10リーグ 1部 Aグループ / 1部 Bグループ

11月14日(日)

園部多目的G

フォレスト  ズイーガ  桂坂 宇多野  フォレスター  太秦


