
部 A ・ B ブロック 　更新日時：

　　３５分　－　１０分　－　３５分　（１１人制）

 万博アメフトグラウンド　  １７：００　－　２１：００

 東淀川 辻 氏  

 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ費　 １ﾁｰﾑ　12,000円（ﾅｲﾀｰ費用4h込）

－

－

－

－

 四條畷市総合公園G  　９：００　－　１３：００

 グリーンW　 高見  氏

 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ費　１ﾁｰﾑ　4,200円

－

－

3

部

 万博アメフトグラウンド　  １３：００　－　１７：００

 東淀川 辻 氏  

 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ費　 １ﾁｰﾑ　5,500円

－

－

－

－

 鶴見第２球技場 １３：００　－　１７：００ 【協会枠】

 A.C.Re:Salto  澁谷 

 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ費　１ﾁｰﾑ　4,800円

－

－

－

－りーべSC A.C.Re:Salto TR-M

りーべSC A.C.Re:Salto グリーンW Unione柏原 グリーンW15:00

日　時 ２月　 １１日 会場：

責任者：

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

13:00 Unione柏原 グリーンW A.C.Re:Salto りーべSC A.C.Re:Salto

Unione柏原 グリーンW TR-M

TR-M

グリーンW RESC グリーンW

東淀川FC

和泉FC 高槻FC TR-M

和泉FC

東淀川FC 門真沖SC TR-M

15:00 和泉FC 高槻FC 東淀川FC 門真沖SC

日　時 ２月　 １１日 会場：

責任者：

試合時間 対　 　　戦

高槻FC

東淀川FC ASGｼﾞｭﾆｵｰﾙ TR-M

試合責任主審 副審

17:00 東淀川FC ASGｼﾞｭﾆｵｰﾙ 高槻FC

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽリーグ 大阪  2023
リーグ戦試合日程： 2023.01.20

日　時 ２月　 ４日 会場：

2

 試合時間：

２月

２部A ９G ２部B ９G

GAフロンティア

高槻FC GAフロンティア TR-M

日　時 ２月　 ４日 会場：

19:00 高槻FC 東淀川FC ASGｼﾞｭﾆｵｰﾙ 東淀川FCGAフロンティア

FC平野 高槻myd FC平野

責任者：

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

9:00 グリーンW RESC

高槻myd FC平野

グリーンW RESC

11:00 高槻myd FC平野

試合責任

13:00 東淀川FC 門真沖SC 和泉FC 高槻FC

試合時間 対　 　　戦 主審 副審

責任者：

TR-M



 Ｊグリーン　Ｓ ９：００　－　１３：００ 【協会枠】

 ErSele  森本  氏（１部）

 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ費　１ﾁｰﾑ　4,680円

1

部

－

－

 四條畷市総合公園G  　１７：００　－　２１：００

 ASGｼﾞｭﾆｵｰﾙ　 金城  氏

 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ費　 １ﾁｰﾑ　7,150円（ﾅｲﾀｰ費用4h込）

－

－

－

－

 Ｊグリーン　Ｓ ９：００　－　１３：００ 【協会枠】

 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ費　１ﾁｰﾑ　4,800円

－

－

－

－

 Ｊグリーン　Ｓ １３：００　－　１７：００ 【協会枠】

 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ費　１ﾁｰﾑ　4,800円

－

－

－

－

 Ｊグリーン　Ｓ ９：００　－　１３：００ 【協会枠】

 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ費　１ﾁｰﾑ　4,800円

－

－

－

－

会場：１８日２月　日　時

TR-M

15:00 大宮JSC GAフロンティア FC Liens アサンプション FC Liens

RESC マレッサ TR-M

LIGAR アサンプション TR-M

日　時 ２月　 ２３日 会場：

責任者：

試合時間 対　 　　戦 主審 副審 試合責任

13:00

りーべSC 大阪狭山 TR-M

高槻FC 八尾大正 TR-M

11:00 りーべSC 大阪狭山 高槻FC 八尾大正 高槻FC

副審 試合責任

9:00 高槻FC 八尾大正 りーべSC アサンプション りーべSC

責任者：

試合時間 対　 　　戦 主審

日　時 ２月　 ２５日 会場：

FC Liens アサンプション GAフロンティア 大宮JSC GAフロンティア

FC Liens アサンプション

大宮JSC GAフロンティア TR-M

11:00 RESC マレッサ アサンプション 大阪狭山 アサンプション

試合責任

9:00 LIGAR アサンプション RESC マレッサ RESC

試合時間 対　 　　戦 主審 副審

日　時 ２月　 １９日 会場：

責任者：

FC Liens

ASGｼﾞｭﾆｵｰﾙ 八尾大正 TR-M

19:00 ASGｼﾞｭﾆｵｰﾙ 八尾大正 FC Liens 大阪狭山

責任者：

試合時間 対　 　　戦 主審

ASGｼﾞｭﾆｵｰﾙ 八尾大正 ASGｼﾞｭﾆｵｰﾙ

FC Liens 大阪狭山 TR-M

和泉FC 大宮JSC TR-M

17:00 FC Liens 大阪狭山

ErSele 大阪セントラル TR-M

11:00 和泉FC 大宮JSC

副審 試合責任

9:00 ErSele 大阪セントラル 大宮JSC 和泉FC 大宮JSC

試合時間 主審 副審 試合責任対　 　　戦

２月　 １８日 会場：

責任者：

日　時



 四條畷市総合公園G  　１３：００　－　１７：００

 グリーンW　 高見  氏

 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ費　１ﾁｰﾑ　4,200円

－

－

－

－アサンプション グリーンW TR-M

東海大仰星 門真沖SC TR-M

15:00 アサンプション グリーンW 東海大仰星 門真沖SC 東海大仰星

副審 試合責任

13:00 東海大仰星 門真沖SC グリーンW アサンプション グリーンW

責任者：

試合時間 対　 　　戦 主審

日　時 ２月　 ２６日 会場：


