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＊雨天時は会場が貝塚５中に変更になります。時間の変更はありません。
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＊マトリックスがOCYトーナメントの２回戦に進出したときは、ゼッセル熊取とのトレーニングマッチとなります。
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－ 相互 ９人制（小コート） Ｂ戦 ２５ー５－２５15:00 バレンティア 岸城中 相互

相互 ９人制（小コート） Ｂ戦 ２５ー５－２５14:00 ＭＡＴＯＲＩＸ ＳＷ泉州ＦＣ 相互

相互 Ｂ戦 ２５ー５－２５13:00 バレンティア 岸城中 相互

ＭＡＴＯ’Ｌｅａｇｕｅ ３０ー５－３０

12:00 ＭＡＴＯＲＩＸ ＳＷ泉州ＦＣ 相互 相互 Ｂ戦 ２５ー５－２５

試合責任

10:45 ＳＷ泉州ＦＣ ＳＷ泉州ＦＣ ＭＡＴＯＲＩＸバレンティア 岸城中

試合時間 対　 　　戦 主審 副審

試合時間

日　時 11 会場：

ＭＡＴＯ’Ｌｅａｇｕｅ ３０ー５－３０

11:15 相互 相互久米田２ｎｄ RESC２ｎｄ

熊取町民グランド

Ｂ戦 ２５ー５－２５

Ｂ戦 ２５ー５－２５

３０ー５－３０

Ｂ戦 ２５ー５－２５

Ｂ戦 ２５ー５－２５

２５ー５－２５

Ｂ戦 ２５ー５－２５

ＭＡＴＯ’Ｌｅａｇｕｅ ３０ー５－３０

２５ー５－２５Ｂ戦

試合 試合時間

ＭＡＴＯ’Ｌｅａｇｕｅ

相互 相互 Ｂ戦

Ｂ戦 ２５ー５－２５

Ｂ戦 ２５ー５－２５

Ｂ戦 ２５ー５－２５

Ｂ戦 ２５ー５－２５

久米田高校

会場責任者：

ＭＡＴＯ’Ｌｅａｇｕｅ ３０ー５－３０

試合時間

日　時 3 会場：

11:15 久米田２ｎｄ 久米田２ｎｄバレンティア 貝塚５中

相互

RESC２ｎｄ

相互

12:30 貝塚５中

13:30 バレンティア RESC２ｎｄ 相互

久米田２ｎｄ 相互

14:30 貝塚５中 久米田２ｎｄ 相互

15:30 バレンティア RESC２ｎｄ 相互

相互

相互

試合時間

相互13:15 久米田２ｎｄ RESC２ｎｄ 相互

RESC２ｎｄ10:45 大阪COSMO 大阪COSMOＭＡＴＯＲＩＸ バレンティア

相互

RESC２ｎｄ ＭＡＴＯＲＩＸ

相互

12:00 バレンティア

13:00 ＭＡＴＯＲＩＸ RESC２ｎｄ 相互

大阪COSMO 相互

14:00 バレンティア 大阪COSMO 相互

試合責任

日　時

相互 ９人制（小コート）

相互 ９人制（小コート）15:00 ＭＡＴＯＲＩＸ RESC２ｎｄ 相互

試合時間 対　 　　戦 主審 副審

日　時

久米田２ｎｄ進修サッカー団15:30 Ｓｏｌｅｉｌ堺 Ｓｏｌｅｉｌ堺岸城中

２５ー５－２５14:15 久米田２ｎｄ Ｓｏｌｅｉｌ堺 相互

２５ー５－２５15:15 久米田２ｎｄ RESC２ｎｄ 相互

試合時間

相互 Ｂ戦

相互 Ｂ戦

12:15 久米田２ｎｄ Ｓｏｌｅｉｌ堺

10:40 ＭＡＴＯＲＩＸ ＭＡＴＯＲＩＸ ９人制（小コート）ＭＡＴＯＲＩＸ ゼッセル熊取 Ｂ戦 ２５分

11:10 貝塚５中 ゼッセル熊取 ゼッセル熊取 ゼッセル熊取 ９人制（小コート） Ｂ戦 ２５分

11:40 貝塚５中 ＭＡＴＯＲＩＸ 貝塚５中 貝塚６中 ９人制（小コート） Ｂ戦 ２５分

12:10 ゼッセル熊取 ＭＡＴＯＲＩＸ ＭＡＴＯＲＩＸ

12:40 ゼッセル熊取 貝塚５中 ゼッセル熊取

２５分

２５分

ＭＡＴＯＲＩＸ ９人制（小コート） Ｂ戦

ゼッセル熊取 ９人制（小コート） Ｂ戦

前川　浩也氏（久米田FC）

対　 　　戦 主審 副審 試合責任 試合 試合時間

10:00 貝塚５中 久米田２ｎｄ RESC２ｎｄ RESC２ｎｄ バレンティア ＭＡＴＯ’Ｌｅａｇｕｅ ３０ー５－３０

日　時 4 会場： 熊取町民グランド

会場責任者： 前川　敏也（ＦＣ　ＭＡＴＯＲＩＸ）

対　 　　戦 主審 副審 試合責任 試合 試合時間

9:30 ＭＡＴＯＲＩＸ 貝塚５中 ゼッセル熊取 ゼッセル熊取 ＭＡＴＯ’Ｌｅａｇｕｅ ３０ー５－３０

日　時 10 会場： 岸和田高校グランド

会場責任者： 前川　浩也氏（久米田FC）

対　 　　戦 主審 副審 試合責任 試合 試合時間

10:00 Ｓｏｌｅｉｌ堺 RESC２ｎｄ 久米田２ｎｄ 久米田２ｎｄ 久米田２ｎｄ ＭＡＴＯ’Ｌｅａｇｕｅ ３０ー５－３０

会場責任者： 前川　敏也（ＦＣ　ＭＡＴＯＲＩＸ）

対　 　　戦 主審 副審 試合責任

9:30 バレンティア 大阪COSMO RESC２ｎｄ

11 会場： 和泉高校Ｇ

会場責任者： 前川　浩也氏（久米田FC）

試合 試合時間

14:15 久米田２ｎｄ Ｓｏｌｅｉｌ堺 岸城中 岸城中 進修サッカー団 ＭＡＴＯ’Ｌｅａｇｕｅ ３０ー５－３０

18 会場： 熊取町民グランド

会場責任者： 前川　敏也（ＦＣ　ＭＡＴＯＲＩＸ）

試合 試合時間

9:30 ＭＡＴＯＲＩＸ ＳＷ泉州ＦＣ 岸城中 岸城中 バレンティア 泉州CL ３０ー５－３０
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２５ー５－２５

12:15 久米田２ｎｄ 岸城中 相互 相互 Ｂ戦 ２５ー５－２５

久米田２ｎｄ ＥＸＥ９０ Ｂ戦

試合時間

11:15 相互 相互

日　時 25 会場： 岸和田高校グランド

相互 Ｂ戦 ２５ー５－２５15:00 大阪COSMO 貝塚５中 相互

相互 Ｂ戦 ２５ー５－２５14:00 ＭＡＴＯＲＩＸ ＥＸＥ９０ 相互

相互 Ｂ戦 ２５ー５－２５13:00 大阪COSMO 貝塚５中 相互

３０ー５－３０

12:00 ＭＡＴＯＲＩＸ ＥＸＥ９０ 相互 相互 Ｂ戦 ２５ー５－２５

ＥＸＥ９０大阪COSMO 貝塚５中 ＭＡＴＯ’Ｌｅａｇｕｅ

試合時間

10:45 ＭＡＴＯＲＩＸ ＭＡＴＯＲＩＸ

日　時 24 会場： 熊取町民グランド

久米田ＦＣ Ｂ戦 ２５分15:45 久米田ＦＣ（Ｂチーム） 岸城中 久米田ＦＣ

久米田ＦＣ Ｂ戦 ２５分15:15 久米田ＦＣ（Ａチーム） 貝塚一中 久米田ＦＣ

２５分

14:45 久米田ＦＣ（Ｂチーム） 貝塚一中 貝塚一中 貝塚一中 Ｂ戦 ２５分

久米田ＦＣ（Ａチーム） 岸城中 Ｂ戦

試合時間

14:15 岸城中 岸城中

日　時 24 会場： 久米田高校

相互 ＴＭ ２５ー５－２５18:45 Ｓｏｌｅｉｌ堺 久米田ＦＣ（Ａチーム） 相互

２５ー５－２５

17:45 ＥＸＥ９０ 久米田ＦＣ（Ｂチーム） 相互 相互 Ｂ戦 ２５ー５－２５

Ｓｏｌｅｉｌ堺 久米田ＦＣ（Ａチーム） ＴＭ

試合時間

16:45 相互 相互

日　時 18 会場： 関西医療大

会場責任者： 前川　浩也氏（久米田FC）

対　 　　戦 主審 副審 試合責任 試合 試合時間

15:30 久米田２ｎｄ ＥＸＥ９０ Ｓｏｌｅｉｌ堺 Ｓｏｌｅｉｌ堺 ＭＡＴＯ’Ｌｅａｇｕｅ ３０ー５－３０

会場責任者： 前川　浩也氏（久米田FC）

対　 　　戦 主審 副審 試合責任 試合 試合時間

13:00 岸城中 貝塚一中 久米田２ｎｄ 久米田２ｎｄ 久米田２ｎｄ ＭＡＴＯ’Ｌｅａｇｕｅ ３０ー５－３０

会場責任者： 前川　敏也（ＦＣ　ＭＡＴＯＲＩＸ）

対　 　　戦 主審 副審 試合責任 試合 試合時間

9:30 ＭＡＴＯＲＩＸ ＥＸＥ９０ 大阪COSMO 大阪COSMO 貝塚５中 ＭＡＴＯ’Ｌｅａｇｕｅ ３０ー５－３０

会場責任者： 前川　浩也氏（久米田FC）

対　 　　戦 主審 副審 試合責任 試合 試合時間

10:00 ＥＸＥ９０ 岸城中 久米田２ｎｄ 久米田２ｎｄ 久米田２ｎｄ ＭＡＴＯ’Ｌｅａｇｕｅ ３０ー５－３０


