
2022/11/10

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～ リノ - 南太秦 合同（桂・松陽） 南つつじ １０：００～ アンフィニB - 太秦B 西京極A 桂坂

１０：４０～ 合同（桂・松陽） - 南つつじ リノ 南太秦 １０：４０～ 西京極A - 桂坂 太秦B アンフィニB

１１：２０～ ボルト - リノ 南つつじ 合同（桂・松陽） １１：２０～ アンフィニW - 太秦A 桂坂 西京極A

１２：００～ 西京極B - 西山 ボルト リノ １２：００～ 花園 - 太秦B アンフィニW 太秦A

１２：４０～ 南太秦 - 合同（桂・松陽） 西山 西京極B １２：４０～ 西京極A - アンフィニB 花園 太秦B

１３：２０～ 西京極B - 南つつじ 南太秦 合同（桂・松陽） １３：２０～ 太秦A - 桂坂 アンフィニB 西京極A

１４：００～ 西山 - ボルト 西京極B 南つつじ １４：００～ アンフィニW - 花園 太秦A 桂坂

１４：４０～ - 西山 ボルト １４：４０～ - #REF! #REF!

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～ 常盤野 - 桂川 ズイーガ 西山 １０：００～ ウエスト - 園部 太秦B アンフィニW

１０：４０～ ズイーガ - 西山 常盤野 桂川 １０：４０～ アンフィニW - 太秦B ウエスト 園部

１１：２０～ 南太秦 - 桂川 西山 ズイーガ １１：２０～ 園部 - 太秦A アンフィニW 太秦B

１２：００～ 常盤野 - ボルト 桂川 南太秦 １２：００～ アンフィニB - ウエスト 園部 太秦A

１２：４０～ 合同（桂・松陽） - ズイーガ ボルト 常盤野 １２：４０～ 太秦B - 嵯峨 アンフィニB ウエスト

１３：２０～ 西山 - 南太秦 合同（桂・松陽） ズイーガ １３：２０～ 太秦A - アンフィニB 嵯峨 太秦B

１４：００～ ボルト - 合同（桂・松陽） 南太秦 西山 １４：００～ アンフィニW - 嵯峨 太秦A アンフィニB

１４：４０～ - 0 0 １４：４０～ - アンフィニW 嵯峨

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～ ズイーガ - 南つつじ リノ 西京極B １０：００～ 桂坂 - 花園 アンフィニW ウエスト

１０：４０～ リノ - 西京極B 南つつじ ズイーガ １０：４０～ アンフィニW - ウエスト 花園 桂坂

１１：２０～ 南つつじ - 常盤野 西京極B リノ １１：２０～ アンフィニB - 花園 ウエスト アンフィニW

１２：００～ 合同（桂・松陽） - 桂川 常盤野 南つつじ １２：００～ 西京極A - 園部 アンフィニB 花園

１２：４０～ 西京極B - ズイーガ 合同（桂・松陽） 桂川 １２：４０～ 桂坂 - ウエスト 園部 西京極A

１３：２０～ リノ - 桂川 ズイーガ 西京極B １３：２０～ アンフィニW - 西京極A 桂坂 ウエスト

１４：００～ 常盤野 - 合同（桂・松陽） 桂川 リノ １４：００～ アンフィニB - 園部 西京極A アンフィニW

１４：４０～ - 常盤野 合同（桂・松陽） １４：４０～ - アンフィニW 花園

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 - 西山 ボルト 南太秦 １０：００～ - 太秦A 太秦B

１０：４０～ ボルト - 南太秦 西山 桂川 １０：４０～ 太秦B - 太秦A 園部 桂坂

１１：２０～ 桂川 - 南つつじ 南太秦 ボルト １１：２０～ 園部 - 桂坂 太秦A 太秦B

１２：００～ リノ - 西山 桂川 南つつじ １２：００～ 太秦A - ウエスト 桂坂 園部

１２：４０～ 常盤野 - 南太秦 リノ 西山 １２：４０～ 園部 - 花園 ウエスト 太秦A

１３：２０～ 南つつじ - ボルト 常盤野 南太秦 １３：２０～ 桂坂 - 太秦B 花園 園部

１４：００～ 常盤野 - リノ 南つつじ ボルト １４：００～ 花園 - ウエスト 太秦B 桂坂

１４：４０～ - リノ 常盤野 １４：４０～ - ウエスト 花園

１５：２０～ - 0 0 １５：２０～ - 0 0

A ピッチ B ピッチ

U-10リーグ 1部 Aグループ / 1部 Bグループ

5月5日(木)

太陽ヶ丘G第2

西京極B  南つつじ  西山 太秦A  アンフィニB  花園

丹波球技場

試合無し　ズイーガ　常磐野　桂川 試合無し　　園部　ウエスト　　　　　　　日程シード　嵯峨

5月29日(日)

園部多目的G

ボルト  南太秦  合同（桂・松陽） 園部  嵯峨  ウエスト

A ピッチ B ピッチ

試合無し       リノ　西京極B                                日程シード　　南つつじ 試合無し    桂坂   花園                                           日程シード　　西京極A

6月18日(土)

桂川  ズイーガ  常盤野 桂坂  西京極A  アンフィニW

A ピッチ B ピッチ

試合無し　西山　ボルト　南太秦 試合無し　太秦A　太秦B　嵯峨

6月25日(土)

園部多目的G

リノ  西山  南つつじ 太秦B  園部  ウエスト

A ピッチ B ピッチ

試合無し　合同（桂・松陽）　　ズイーガ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日程シード　西京極                　　　　　　 試合無し　　アンフィニW　アンフィニB　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日程シード　西京極



2022/11/10

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B - 合同（桂・松陽） リノ 南つつじ １０：００～ 西山 - 常盤野 嵯峨 西京極A

１０：４０～ リノ - 南つつじ 西京極B 合同（桂・松陽） １０：４０～ 嵯峨 - 西京極A 常盤野 西山

１１：２０～ 西京極B - ボルト 南つつじ リノ １１：２０～ ズイーガ - 常盤野 西京極A 嵯峨

１２：００～ 南つつじ - 西山 ボルト 西京極B １２：００～ 花園 - 西京極A ズイーガ 常盤野

１２：４０～ 合同（桂・松陽） - リノ 西山 南つつじ １２：４０～ 太秦B - 園部 花園 西京極A

１３：２０～ ズイーガ - ボルト 合同（桂・松陽） リノ １３：２０～ 花園 - 嵯峨 太秦B 園部

１４：００～ 園部 FM 西京極B ボルト １４：００～ ウエスト - 太秦B 嵯峨 花園

１４：４０～ FM 南つつじ 西山 １４：４０～ ウエスト FM ウエスト 太秦B

１５：２０～ FM 0 0 １５：２０～ FM 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

１０：００～ ボルト - 桂川 リノ ズイーガ １０：００～ ウエスト - 嵯峨 西京極A 太秦A

１０：４０～ リノ - ズイーガ ボルト 桂川 １０：４０～ 西京極A - 太秦A ウエスト 嵯峨

１１：２０～ 南太秦 - 西京極B ズイーガ リノ １１：２０～ 嵯峨 - 園部 太秦A 西京極A

１２：００～ リノ FM ボルト 西京極B 南太秦 １２：００～ ウエスト - 西京極A 嵯峨 園部

１２：４０～ 桂川 - ズイーガ 西京極B 南太秦 １２：４０～ 太秦A - 花園 ウエスト 西京極A

１３：２０～ 南つつじ - 南太秦 常盤野 桂川 １３：２０～ 園部 - アンフィニW 花園 太秦A

１４：００～ 西京極B - 常盤野 南つつじ 南太秦 １４：００～ アンフィニB - 桂坂 園部 アンフィニW

１４：４０～ 南つつじ FM 花園 常盤野 西京極B １４：４０～ アンフィニW FM 桂坂 桂坂 アンフィニB

１５：２０～ 常盤野 FM アンフィニB 南つつじ 花園 １５：２０～ FM アンフィニW 桂坂

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～ 南太秦 - ズイーガ 西山 合同（桂・松陽） １０：００～ 嵯峨 - 太秦A アンフィニW 桂坂

１０：４０～ 西山 - 合同（桂・松陽） 桂川 西京極B １０：４０～ アンフィニW - 桂坂 太秦A 嵯峨

１１：２０～ 西京極B - 桂川 南太秦 ズイーガ １１：２０～ 嵯峨 - アンフィニB 桂坂 アンフィニW

１２：００～ 南太秦 FM 西山 １２：００～ 太秦B - 西京極A 嵯峨 アンフィニB

１２：４０～ ズイーガ FM 太秦A １２：４０～ アンフィニB - アンフィニW 西京極A 太秦B

１３：２０～ 合同（桂・松陽） FM 西京極B １３：２０～ 嵯峨 - 桂坂 アンフィニB アンフィニW

１４：００～ 西京極A FM １４：００～ 桂川 FM 太秦B

１４：４０～ FM 西京極A 0 １４：４０～ FM 桂川 太秦B

１５：２０～ FM １５：２０～ FM 0 0

アクアパルコ洛西

U-10リーグ 1部 Aグループ / 1部 Bグループ

10月16日(日)

園部多目的G

西京極B  合同（桂・松陽）  常盤野 嵯峨  太秦A  園部

A ピッチ B ピッチ

11月12日(土)

ボルト  桂川  リノ アンフィニB  花園  西京極A

A ピッチ B ピッチ

12月17日(土)

みどりヶ丘第2

ズイーガ  南太秦  桂坂  太秦B  アンフィニW

A ピッチ B ピッチ


