
試合時間 審判 試合時間 審判

9:00 興国高校 vs 宇治FC 相互 9:00 綾羽高校 vs アイリスFC住吉 相互

9:40 興国高校 vs グリーンウェーブ 相互 9:40 綾羽高校 vs レオSC 相互

10:20 興国高校 vs アイリスFC住吉 相互 10:20 綾羽高校 vs 宇治FC 相互

11:00 浪速高校 vs アイリスFC住吉 相互 11:00 清明学院高校 vs 宇治FC 相互

11:40 浪速高校 vs レオSC 相互 11:40 清明学院高校 vs グリーンウェーブ 相互

12:20 浪速高校 vs グリーンウェーブ 相互 12:20 清明学院高校 vs レオSC 相互

13:00 浪速高校 vs 清水ヶ丘高校 相互 13:00 レオSC vs 遊学館高校 相互

13:40 京都橘高校 vs エルマーノ 相互 13:40 清水ヶ丘高校 vs 遊学館高校 相互

14:20 京都橘高校 vs アヴァンソーレ 相互 14:20 明徳義塾高校 vs 浪速高校 相互

15:00 遊学館高校 vs エルマーノ 相互 15:00 明徳義塾高校 vs 浪速高校 相互

15:40 遊学館高校 vs エルマーノ 相互 15:40 京都橘高校 vs FC Liens 相互

16:20 明徳義塾高校 vs FC平野 相互 16:20 清水ヶ丘高校 vs アヴァンソーレ 相互

17:00 清水ヶ丘高校 vs FC Liens 相互 17:00 遊学館高校 vs アヴァンソーレ 相互

17:40 明徳義塾高校 vs FC Liens 相互 17:40 清水ヶ丘高校 vs FC平野 相互

18:20 遊学館高校 vs FC平野 相互 18:20 明徳義塾高校 vs 清水ヶ丘高校 相互

試合時間 審判 試合時間 審判

9:00 清水ヶ丘高校 vs 伊丹FC 相互 9:00 柏原高校 vs 千里丘FC 相互

9:40 清水ヶ丘高校 vs ガンバ門真 相互 9:40 柏原高校 vs 伊丹FC 相互

10:20 遊学館高校 vs ガンバ門真 相互 10:20 明徳義塾高校 vs 伊丹FC 相互

11:00 遊学館高校 vs 千里丘FC 相互 11:00 明徳義塾高校 vs ガンバ門真 相互

11:40 清水ヶ丘高校 vs 千里丘FC 相互 11:40 柏原高校 vs ガンバ門真 相互

12:20 清水ヶ丘高校 vs 伊丹FC 相互 12:20 柏原高校 vs ドルフィンFC 相互

13:00 遊学館高校 vs 明徳義塾高校 相互 13:00 三重高校 vs ドルフィンFC 相互

13:40 遊学館高校 vs 明徳義塾高校 相互 13:40 三重高校 vs 岩田FC 相互

14:20 清水ヶ丘高校 vs 柏原高校 相互 14:20 東北高校 vs 岩田FC 相互

15:00 清水ヶ丘高校 vs 柏原高校 相互 15:00 東北高校 vs ドルフィンFC 相互

15:40 三重高校 vs 東北高校 相互 15:40 明徳義塾高校 vs 岩田FC 相互

16:20 三重高校 vs 東北高校 相互 16:20 遊学館高校 vs ドルフィンFC 相互

17:00 明徳義塾高校 vs IRIS生野 相互 17:00 遊学館高校 vs 大阪市ジュネッス 相互

17:40 東北高校 vs IRIS生野 相互 17:40 三重高校 vs 大阪市ジュネッス 相互

18:20 東北高校 vs IRIS生野 相互 18:20 三重高校 vs 大阪市ジュネッス 相互

7月23日（土）

人工芝　S15 人工芝　S16

7月24日（日）

人工芝　S15 人工芝　S16



試合時間 審判 試合時間 審判

7:50 明徳義塾高校 vs 清水ヶ丘高校 相互 7:50 vs 相互

8:30 明徳義塾高校 vs 清水ヶ丘高校 相互 8:30 東北高校 vs 遊学館高校 相互

9:10 三重高校 vs 明徳義塾高校 相互 9:10 東北高校 vs 遊学館高校 相互

9:50 三重高校 vs 遊学館高校 相互 9:50 清水ヶ丘高校 vs ドルフィンFC 相互

10:30 三重高校 vs 清水ヶ丘高校 相互 10:30 ドルフィンFC vs 明徳義塾高校 相互

11:10 遊学館高校 vs 柏田SC 相互 11:10 東北高校 vs FCマレッサ 相互

11:50 明徳義塾高校 vs 柏田SC 相互 11:50 三重高校 vs FCマレッサ 相互

12:30 遊学館高校 vs ドルフィンFC 相互 12:30 清水ヶ丘高校 vs 三重高校 相互

13:10 FCマレッサ vs 明徳義塾高校 相互 13:10 清水ヶ丘高校 vs 遊学館高校 相互

13:50 京都共栄高校 vs ドルフィンFC 相互 13:50 柏田SC vs 三重高校 相互

14:30 浜松開誠館高校 vs FC平野 相互 14:30 東海大翔洋高校 vs 東北高校 相互

15:10 東海大翔洋高校 vs 京都共栄高校 相互 15:10 浜松開誠館高校 vs 東北高校 相互

15:50 東海大翔洋高校 vs 京都共栄高校 相互 15:50 東北高校 vs Unione柏原 相互

16:30 京都共栄高校 vs FC平野 相互 16:30 浜松開誠館高校 vs Unione柏原 相互

17:10 東海大翔洋高校 vs FC平野 相互 17:10 浜松開誠館高校 vs ドルフィンFC 相互

17:50 京都共栄高校 vs 浜松開誠館高校 相互 17:50 東海大翔洋高校 vs ドルフィンFC 相互

18:30 京都共栄高校 vs 浜松開誠館高校 相互 18:30 東海大翔洋高校 vs Unione柏原 相互

試合時間 審判 試合時間 審判

8:00 vs 相互 8:00 東北高校 vs 京都共栄高校 相互

8:40 vs 相互 8:40 東北高校 vs 京都共栄高校 相互

9:20 東海大翔洋高校 vs ドルフィンFC 相互 9:20 東北高校 vs RESC 相互

10:00 東海大翔洋高校 vs ガンバ堺 相互 10:00 浜松開誠館高校 vs RESC 相互

10:40 東北高校 vs ドルフィンFC 相互 10:40 浜松開誠館高校 vs RESC 相互

11:20 京都共栄高校 vs ガンバ堺 相互 11:20 東海大翔洋高校 vs 東北高校 相互

12:00 浜松開誠館高校 vs ドルフィンFC 相互 12:00 東海大翔洋高校 vs 東北高校 相互

12:40 浜松開誠館高校 vs ガンバ堺 相互 12:40 京都共栄高校 vs ドルフィンFC 相互

13:20 京都共栄高校 vs 浜松開誠館高校 相互 13:20 東海大翔洋高校 vs RESC 相互

14:00 京都共栄高校 vs 浜松開誠館高校 相互 14:00 東海大翔洋高校 vs RESC 相互

14:40 vs 相互 14:40 vs 相互

15:20 vs 相互 15:20 vs 相互

16:00 vs 相互 16:00 vs 相互

16:40 vs 相互 16:40 vs 相互

17:20 vs 相互 17:20 vs 相互

7月25日（月）

人工芝　S15 人工芝　S16

7月26日（火）

人工芝　S15 人工芝　S16


