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2次ラウンド日程
※表記の関係上、チーム名を略式表記させていただいております。

６月９日(土)

運営： 京都 対戦カード

会場： 大阪府　「J-GREEN　：　S15　」

開始時間

対戦カード

会場： 大阪府　「J-GREEN　：　S8　」

開始時間

６月９日(土)

運営： 京都 対戦カード

会場： 大阪府　「J-GREEN　：　S16　」

会場： 大阪府　「J-GREEN　：　S7　」

開始時間

６月９日(土)

運営： 大阪

６月３日(日)

運営： 関西 対戦カード

会場： 兵庫県「アスパ五色　：　メイン　」

開始時間

６月３日(日)

運営： 兵庫 対戦カード

会場： 兵庫県「アスパ五色　：　サブ　」

開始時間

６月３日(日)

運営： 関西 対戦カード

会場： 兵庫県「淡路佐野運動公園　：　第２サッカー場　」

開始時間

６月３日(日)

運営： 兵庫 対戦カード

会場： 兵庫県「淡路佐野運動公園　：　第１サッカー場　」

開始時間

６月２日(土)

運営： 関西 対戦カード

会場： 兵庫県「アスパ五色　：　メイン　」 ６月２日(土)

運営： 兵庫 対戦カード

会場： 兵庫県「アスパ五色　：　サブ　」

兵庫県「淡路佐野運動公園　：　第１サッカー場　」

開始時間

６月２日(土)

運営： 関西 対戦カード

会場： 兵庫県「淡路佐野運動公園　：　第２サッカー場　」

開始時間

長野FC	 or	 COSPA ｖｓ カナリーニョFC	 or	 Fosta	 FC

６月２日(土)

運営： 兵庫 対戦カード

会場：

IRIS生野	 or	 バンディエラAFC

１５：１５ Ｄ 伊丹FC ｖｓ セレッソ西 １５：１５ Ｄ

ｖｓ

Ｂ 柏田SC	 or	 東淀川FC ｖｓ

１３：３０

Ｅ セレッソ大阪 ｖｓ

ｖｓ

１５：１５

Ｃ

FC	 SETA	 or	 A.C.Re:Salto

エベイユFC	 or	 法隆寺FC

１１：４５

Ｈ 奈良YMCA ｖｓ

開始時間

１０：００ Ａ ガンバ大阪 ソレステレージャ奈良 １０：００

Vervento京都	 or	 高槻FC

FCフレスカ	 or	 岩田FC

ｖｓ

ｖｓ

ディアブロッサ高田 １１：４５

Ａ

Ｆ

１３：３０ Ｃ セレッソ和歌山ヴィッセル神戸 ｖｓ

FC湖東

川上FC	 or	 イルソーレ小野

大阪市ジュネッス

１５：１５ガンバ門真

八尾大正FC	 or	 レオSC

奈良クラブ	 or	 ラドソン滋賀 ｖｓ１３：３０

神戸FC

１３：３０ ＥMIOびわこ

サルパFC	 or	 加茂FCＧ 千里丘FC ｖｓ 宇治FC Ｇ センアーノ神戸	 or	 ガンバ堺 ｖｓ

１１：４５ Ｈ 京都Jマルカ	 or	 ヴィッセル伊丹 ｖｓ

１０：００

Ｂ RIP	 ACE ｖｓ

１１：４５

Ｆ 京都サンガ ｖｓ

１３：２０ センアーノ神戸	 or	 ガンバ堺

ｖｓ

Ｃ

１０：００

６月９日(土)

運営： 大阪 対戦カード

ｖｓ

Ｇ

Ｃ

ｖｓ１５：００ Ｆ 京都サンガ

サルパFC	 or	 加茂FC

Vervento京都	 or	 高槻FC１５：００川上FC	 or	 イルソーレ小野

宇治FC

Ｆ ガンバ門真

１１：４０

Ｇ 千里丘FC ｖｓ １３：２０

ヴィッセル神戸 ｖｓ 大阪市ジュネッス１１：４０

ｖｓ

FC	 SETA	 or	 A.C.Re:Salto１０：００ Ｂ ディアブロッサ高田

IRIS生野	 or	 バンディエラAFC

柏田SC	 or	 東淀川FC

セレッソ和歌山

１０：００ Ｂ RIP	 ACE ｖｓ

ｖｓ

ｖｓ

奈良クラブ	 or	 ラドソン滋賀 Ｅ FCフレスカ	 or	 岩田FC１５：００

長野FC	 or	 COSPA ｖｓ

京都Jマルカ	 or	 ヴィッセル伊丹 Ｈ 神戸FCＨ 奈良YMCA

１５：００ Ｅ セレッソ大阪 ｖｓ MIOびわこ

カナリーニョFC	 or	 Fosta	 FC

１３：２０

Ｄ

ｖｓ１３：２０

Ｄ 伊丹FC ｖｓ

１０：００ Ａ ガンバ大阪

ｖｓ

１０：００

１１：４０

サルパFC	 or	 加茂FC

セレッソ西

八尾大正FC	 or	 レオSC

１１：４０

エベイユFC	 or	 法隆寺FCＡ ソレステレージャ奈良

センアーノ神戸	 or	 ガンバ堺１５：００

ｖｓｖｓ

Ｇ 宇治FC

Vervento京都	 or	 高槻FC

FC湖東

１５：００ Ｇ 千里丘FC ｖｓ ｖｓ

川上FC	 or	 イルソーレ小野１３：２０ Ｆ ガンバ門真 ｖｓ１３：２０ Ｆ 京都サンガ ｖｓ

１０：００ Ｃ

Ｂ ディアブロッサ高田 ｖｓFC	 SETA	 or	 A.C.Re:Salto１１：４０ Ｂ RIP	 ACE 柏田SC	 or	 東淀川FC１１：４０

セレッソ和歌山１０：００ Ｃ 大阪市ジュネッス ｖｓｖｓ

ｖｓ

八尾大正FC	 or	 レオSC

IRIS生野	 or	 バンディエラAFC

開始時間 開始時間

京都Jマルカ	 or	 ヴィッセル伊丹１５：００ Ｈ 神戸FC

ヴィッセル神戸

ｖｓ

ｖｓ１５：００ Ｈ 奈良YMCA ｖｓ

ガンバ大阪

FCフレスカ	 or	 岩田FC

伊丹FC

奈良クラブ	 or	 ラドソン滋賀１３：２０ Ｅ MIOびわこ

カナリーニョFC	 or	 Fosta	 FC

１３：２０ Ｅ セレッソ大阪 ｖｓ

１１：４０ Ａ FC湖東１１：４０

長野FC	 or	 COSPA１０：００ Ｄ

ソレステレージャ奈良Ａ ｖｓ

ｖｓセレッソ西

ｖｓ

１０：００ Ｄ ｖｓ

エベイユFC	 or	 法隆寺FC


