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S10Aコート 副審 S10Bコート 副審
10:00 アイリス ｖｓ MADRIDISMO ア・エ 10:00 深井 ｖｓ 寺内新田スカイ イ・ウ
10:50 セレッソ大阪 ｖｓ デッカ大阪 あ・え 10:50 岩田 ｖｓ 山田くらぶ い・う
12:00 アイリス ｖｓ 寺内新田スカイ ア・ウ 12:00 深井 ｖｓ MADRIDISMO イ・エ
12:50 セレッソ大阪 ｖｓ 山田くらぶ あ・う 12:50 岩田 ｖｓ デッカ大阪 い・え
14:00 アイリス ｖｓ 深井 ア・イ 14:00 寺内新田スカイ ｖｓ MADRIDISMO ウ・エ
14:50 セレッソ大阪 ｖｓ 岩田 あ・い 14:50 山田くらぶ ｖｓ デッカ大阪 う・え

S11Aコート 副審 S11Bコート 副審
10:00 ガンバ大阪門真 ｖｓ グリーンウェーブ盾津東 カ・ケ 10:00 西大冠 ｖｓ 泉佐野 キ・ク
10:50 野田 ｖｓ 西長尾 か・け 10:50 玉川学園ＦＣ ｖｓ 住吉大社 き・く
12:00 ガンバ大阪門真 ｖｓ 泉佐野 カ・ク 12:00 西大冠 ｖｓ グリーンウェーブ盾津東 キ・ケ
12:50 野田 ｖｓ 住吉大社 か・く 12:50 玉川学園ＦＣ ｖｓ 西長尾 き・け
14:00 ガンバ大阪門真 ｖｓ 西大冠 カ・キ 14:00 泉佐野 ｖｓ グリーンウェーブ盾津東 ク・ケ
14:50 野田 ｖｓ 玉川学園ＦＣ か・き 14:50 住吉大社 ｖｓ 西長尾 く・け

（土） S12Aコート 副審 S12Bコート 副審
10:00 ＦＣ．ＡＬＢＡ ｖｓ 箕面西 サ・セ 10:00 下野池 ｖｓ ディアブロッサ大阪 シ・ス
10:50 フォルテ ｖｓ ＧＲＯＷ　ＵＰ さ・せ 10:50 大阪セントラル ｖｓ ゼッセル熊取 し・す
12:00 ＦＣ．ＡＬＢＡ ｖｓ ディアブロッサ大阪 サ・ス 12:00 下野池 ｖｓ 箕面西 シ・セ
12:50 フォルテ ｖｓ ゼッセル熊取 さ・す 12:50 大阪セントラル ｖｓ ＧＲＯＷ　ＵＰ し・せ
14:00 ＦＣ．ＡＬＢＡ ｖｓ 下野池 サ・シ 14:00 ディアブロッサ大阪 ｖｓ 箕面西 ス・セ
14:50 フォルテ ｖｓ 大阪セントラル さ・し 14:50 ゼッセル熊取 ｖｓ ＧＲＯＷ　ＵＰ す・せ

S13Aコート 副審 S13Bコート 副審
10:00 大阪狭山スポーツクラブ ｖｓ 正覚寺ＦＣ タ・テ 10:00 ＡＶＡＮＴＩ茨木 ｖｓ 門真沖 チ・ツ
10:50 蹉跎伊加賀蹴球団 ｖｓ Ｔｏｍ た・て 10:50 秦野 ｖｓ ＰＲＩＭＯ　ＯＳＡＫＡ ち・つ
12:00 大阪狭山スポーツクラブ ｖｓ 門真沖 タ・ツ 12:00 ＡＶＡＮＴＩ茨木 ｖｓ 正覚寺ＦＣ チ・テ
12:50 蹉跎伊加賀蹴球団 ｖｓ ＰＲＩＭＯ　ＯＳＡＫＡ た・つ 12:50 秦野 ｖｓ Ｔｏｍ ち・て
14:00 大阪狭山スポーツクラブ ｖｓ ＡＶＡＮＴＩ茨木 タ・チ 14:00 門真沖 ｖｓ 正覚寺ＦＣ ツ・テ
14:50 蹉跎伊加賀蹴球団 ｖｓ 秦野 た・ち 14:50 ＰＲＩＭＯ　ＯＳＡＫＡ ｖｓ Ｔｏｍ つ・て

S10Aコート 審判 S10Bコート 審判
10:00 グループA1位 ｖｓ グループＣ1位 4種審判部 準々決勝 10:00 グループE1位 ｖｓ グループＧ1位 4種審判部

3/1 11:00 グループＢ1位 ｖｓ グループD1位 4種審判部 準々決勝 11:00 グループＦ1位 ｖｓ グループH1位 4種審判部
（日） 12:30 AC勝者 ｖｓ EG勝者 4種審判部 準決勝 12:30 BD勝者 ｖｓ FH勝者 4種審判部

13:30 AC敗者 ｖｓ EG敗者 当該 フレンドリー 13:30 BD敗者 ｖｓ FH敗者 当該
14:30 準決勝勝者 ｖｓ 準決勝勝者 4種審判部 決勝

8：50～
9：15～

3/1（日）  Ｓ１０
会場責任チーム 2/29（土） Ｓ１０（アイリス）　Ｓ１１（ガンバ門真）　Ｓ１２（ディアブロッサ）　Ｓ１３（Ｔｏｍ）

L-４ロッカー前 2/29（土） 全参加チーム

会場責任チーム

各チームの副審割り当ては4級以上の有資格者で実施すること

決勝トーナメント 決勝トーナメント

2/29（土）ピッチＳ１０　開会式9：00です。（全チーム参加）

監督ミーティング

表彰式はS１０で実施予定です。（優勝・準優勝チーム）（雨天時は屋根付きのフットサルコートF1で実施）

監督ミーティング L-４ロッカー前 3/1（日） 決勝トーナメント進出チームのみ

GHブロック GHブロック

CDブロック CDブロック

EFブロック EFブロック

グループG

大阪狭山スポーツクラブ 蹉跎伊加賀蹴球団

2/29

正覚寺ＦＣ Ｔｏｍ　ＦＣ

ABブロック ABブロック

グループE

ＦＣ．ＡＬＢＡ フォルテＦＣ

グループH
ＡＶＡＮＴＩ茨木ＦＣ 秦野ＦＣ

門真沖ＳＣ ＰＲＩＭＯ　ＯＳＡＫＡ

箕面西ＦＣ ＧＲＯＷ　ＵＰ　ＦＣ

グループC

ガンバ大阪門真ジュニア 野田ＦＣ

ＦＣグリーンウェーブ盾津東 西長尾ＦＣ

グループF
下野池少年ＳＳ 大阪セントラルＦＣ

ディアブロッサ大阪 ゼッセル熊取ＦＣ

グループD
西大冠ＦＣ 玉川学園ＦＣ
泉佐野ＪＦＣ 住吉大社ＳＣ

MADRIDISMO デッカ大阪ＦＣ

第13回 卒業記念サッカー大会 ＭＵＦＧカップ （大阪大会）

グループA

アイリスＦＣ住吉 セレッソ大阪

グループB
深井ＦＣ 岩田ＦＣ

寺内新田スカイＳＣ 山田くらぶ


