
2016/1/12現在

審判 運営

S6① ＶＳ 京都サンガ セレッソ大阪 事務局(野浪)

S7① ＶＳ ガンバ大阪 京都ＴＣ 事務局(曾谷)

S6② ＶＳ セレッソ大阪 京都サンガ 事務局(野浪)

S7② ＶＳ 京都ＴＣ 滋賀ＴＣ 事務局(曾谷)

S6③ ＶＳ 和歌山ＴＣ 大阪ＴＣ 事務局(野浪)

S7③ ＶＳ 兵庫ＴＣ 奈良ＴＣ 事務局(曾谷)

S6④ ＶＳ 京都ＴＣ 和歌山ＴＣ 事務局(野浪)

S6⑤ ＶＳ 大阪ＴＣ ガンバ大阪 事務局(野浪)

S7④ ＶＳ 和歌山ＴＣ 兵庫ＴＣ 事務局(曾谷)

審判 運営

① ＶＳ 滋賀ＴＣ 京都ＴＣ 事務局(野浪)

② ＶＳ 滋賀ＴＣ 京都サンガ 事務局(野浪)

③ ＶＳ 京都ＴＣ 滋賀ＴＣ 事務局(野浪)

審判 運営

S7① ＶＳ ガンバ大阪 相互 事務局

S7② ＶＳ 兵庫ＴＣ ガンバ大阪 事務局

S7③ ＶＳ 大阪ＴＣ 兵庫ＴＣ 事務局

S7④ ＶＳ 奈良ＴＣ 相互 事務局

S7⑤ ＶＳ 大阪ＴＣ 相互 事務局

審判 運営

① ＶＳ ヴィッセル神戸 大阪ＴＣ 事務局

② ＶＳ 大阪ＴＣ ヴィッセル神戸 事務局

③ ＶＳ 大阪ＴＣ 兵庫ＴＣ 事務局

審判 運営

① ＶＳ 奈良ＴＣ セレッソ大阪 事務局

② ＶＳ 京都ＴＣ 京都サンガ 事務局

③ ＶＳ 滋賀ＴＣ 和歌山ＴＣ 事務局

④ ＶＳ 京都サンガ 奈良ＴＣ 事務局

⑤ ＶＳ 滋賀ＴＣ 京都ＴＣ 事務局

⑥ ＶＳ 和歌山ＴＣ 滋賀ＴＣ 事務局

審判 運営

① ＶＳ 和歌山ＴＣ 大阪ＴＣ 事務局

② ＶＳ 京都ＴＣ ヴィッセル神戸 事務局

③ ＶＳ 滋賀ＴＣ 奈良ＴＣ 事務局

④ ＶＳ 奈良ＴＣ 京都ＴＣ 事務局

⑤ ＶＳ 大阪ＴＣ 相互

⑥ ＶＳ 滋賀ＴＣ 相互

⑦ ＶＳ 兵庫ＴＣ 相互

審判 運営

S12① ＶＳ 京都ＴＣ セレッソ大阪 事務局

S13① ＶＳ 奈良ＴＣ 兵庫ＴＣ 事務局

S12② ＶＳ セレッソ大阪 ヴィッセル神戸 事務局

S13② ＶＳ 兵庫ＴＣ 京都ＴＣ 事務局

S12③ ＶＳ 滋賀ＴＣ 和歌山ＴＣ 事務局

S13③ ＶＳ 京都ＴＣ 大阪ＴＣ 事務局

S12④ ＶＳ 兵庫ＴＣ 滋賀ＴＣ 事務局

S12⑤ ＶＳ ガンバ大阪 兵庫ＴＣ 事務局

S13④ ＶＳ 大阪ＴＣ 奈良ＴＣ 事務局

審判 運営

① ＶＳ セレッソ大阪

② ＶＳ 京都サンガ

③ ＶＳ 京都サンガ

審判 運営

④ ＶＳ ヴィッセル神戸

⑤ ＶＳ ヴィッセル神戸

⑥ ＶＳ 京都サンガ

2015(平成27)年度 関西ト レ セン U- 14リ ーグ 日程表
第1節 5月24日(日) Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺

　９：３０キックオフ 大阪ＴＣ

　９：３０キックオフ 滋賀ＴＣ

１０：４５キックオフ 奈良ＴＣ

１０：４５キックオフ 兵庫ＴＣ

１２：００キックオフ 滋賀ＴＣ

１３：００キックオフ 京都サンガ

１３：１５キックオフ ガンバ大阪

１４：３０キックオフ 奈良ＴＣ

１５：００キックオフ セレッソ大阪

第2節 6月28日(日) ビックレイク

　９：３０キックオフ 京都サンガ

１１：１５キックオフ 京都ＴＣ

１３：００キックオフ 京都サンガ

第2節 6月28日(日) Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺

　９：２０キックオフ 兵庫ＴＣ

１０：５０キックオフ 奈良ＴＣ

１２：１０キックオフ ガンバ大阪

１３：４５キックオフ 和歌山ＴＣ

１５：３５キックオフ 和歌山ＴＣ

第3節 10月25日(日) フレスカ人工芝フィールド(神戸市西区)

　９：３０キックオフ 兵庫ＴＣ

１１：１５キックオフ 兵庫ＴＣ

１３：００キックオフ ヴィッセル神戸

第3節 10月25日(日) ビックレイク

　９：２０キックオフ 京都サンガ

１０：３５キックオフ セレッソ大阪

１１：５０キックオフ 奈良ＴＣ

１３：０５キックオフ 和歌山ＴＣ

１４：２０キックオフ セレッソ大阪

１５：３５キックオフ 京都ＴＣ

第4節 11月22日(日) 奈良フットボールセンター

　９：００キックオフ ヴィッセル神戸

１０：１５キックオフ 大阪ＴＣ

１１：３０キックオフ 兵庫ＴＣ

１２：４５キックオフ ヴィッセル神戸

練習試合(１３：５５キックオフ)50分ゲーム 和歌山ＴＣ

練習試合(１４：５５キックオフ)50分ゲーム 京都ＴＣ

練習試合(１５：５５キックオフ)50分ゲーム 奈良ＴＣ

第5節 1月24日(日) Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺

　９：３０キックオフ ヴィッセル神戸

　９：３０キックオフ ガンバ大阪

１０：４５キックオフ 大阪ＴＣ

１０：４５キックオフ 和歌山ＴＣ

１２：００キックオフ ヴィッセル神戸

１３：００キックオフ 奈良ＴＣ

１３：１５キックオフ セレッソ大阪

１４：３０キックオフ 和歌山ＴＣ

１５：００キックオフ 滋賀ＴＣ

未定 未定

１２月５日(土) ガンバ大阪

１０：４５キックオフ ヴィッセル神戸

５月３１日(日) ガンバ大阪

未定 未定

１３：１５キックオフ セレッソ大阪

１４：３０キックオフ ガンバ大阪

１０月３日(土) セレッソ大阪

※黄色のと こ ろが変更と なっています。


