
■2017年度　大阪府サッカー社会人リーグ　2部Dブロック日程表

※35分ﾊｰﾌ　　※ユニは参考です。必ず毎試合正副持参ください。
北摂ユナイテッド

№ 日 付 場 所 kickoff 色 (上/下/ｽﾄ ) 色 (上/下/ｽﾄ) 主 審 (1 名 ) 副 審 副 審 ｸ ﾞ ﾗ ﾝ ﾄ ﾞ 当 番

1 6月4日(日) 四条畷総合公園 17:30 青×黒×青 東大阪FC － OSU.FC 緑×緑×緑 派遣審判 SC茨木 交野FC 東大阪FC

2 17～21 人工芝 19:20 赤×赤×赤 SC茨木 － 交野FC 青×青×青 派遣審判 東大阪FC OSU.FC 東大阪FC  

3 6月18日(日) 四条畷総合公園 17:30 青×黒×青 東大阪FC － f.FC Apolo 桃×桃×桃 派遣審判 和泉クラブ SC茨木 東大阪FC

4 17～21 人工芝 19:20 赤×赤×赤 和泉クラブ － SC茨木 緑×白×緑 派遣審判 東大阪FC f.FC Apolo 東大阪FC

5 6月18日(日) ＯＦＡ万博A 17:30 紺×紺×橙 北摂ユナイテッド － ジャラン・ジャラン 緑×白×緑 派遣審判 OSU.FC 交野FC 北摂ユナイテッド

6 17～21 人工芝 19:20 緑×緑×緑 OSU.FC － 交野FC 赤×白×赤 派遣審判 北摂ユナイテッド ジャラン・ジャラン 北摂ユナイテッド

7 6月25日(日) OFA万博A 17:30 黄×黒×黄 高石中央FCイロマムン － 交野FC 赤×白×赤 派遣審判 北摂ユナイテッド OSU.FC 北摂ユナイテッド

8 17～21 人工芝 19:20 紺×紺×橙 北摂ユナイテッド － OSU.FC 緑×緑×緑 派遣審判 高石中央FCイロマムン 交野FC 北摂ユナイテッド

9 7月2日（日） 四条畷総合公園 17:30 桃×桃×桃 f.FC Apolo － ジャラン・ジャラン 緑×白×緑 派遣審判 高石中央FCイロマムン ニコルスFC f.FC Apolo

10 17～21 人工芝 19:20 黄×黒×黄 高石中央FCイロマムン － ニコルスFC 赤×黒×赤 派遣審判 ｆ.ＦＣ　Ａｐｏｌｏ ジャラン・ジャラン f.FC Apolo

11 10:00 桃×桃×桃 f.FC Apolo － 交野FC 赤×白×赤 派遣審判 OSU.FC 高石中央FCイロマムン 交野FC

12 7月23日（日） 鶴見緑地スタジアム 12:00 紺×紺×橙 北摂ユナイテッド － ニコルスFC 赤×黒×赤 派遣審判 ｆ.ＦＣ　Ａｐｏｌｏ 交野FC 交野FC  

13 9～13 人工芝 14:00 緑×緑×緑 OSU.FC － 高石中央FCイロマムン 黄×黒×黄 派遣審判 北摂ユナイテッド ニコルスFC 北摂ユナイテッド

14 13～17 16:00 赤×赤×赤 SC茨木 － 東大阪FC 青×黒×青 派遣審判 ジャラン・ジャラン 和泉クラブ 和泉クラブ

15 17～21 18:00 緑×白×緑 ジャラン・ジャラン - 和泉クラブ 赤×白×赤 派遣審判 SC茨木 東大阪FC 和泉クラブ

16 8月6日（日） OFA万博A 17:30 赤×赤×赤 SC茨木 － ジャラン・ジャラン 緑×白×緑 派遣審判 北摂ユナイテッド 東大阪FC SC茨木

17 17～21 人工芝 19:20 白×白×白 北摂ユナイテッド － 東大阪FC 青×黒×青 派遣審判 SC茨木 ジャラン・ジャラン SC茨木

18 8月20日（日） 鶴見緑地運動場 9:30 赤×赤×赤 和泉クラブ － 高石中央FCイロマムン 黄×黒×黄 派遣審判 東大阪FC ニコルスFC ニコルスFC

19 ９～13 クレー 11:20 青×黒×青 東大阪FC － ニコルスFC 赤×黒×赤 派遣審判 和泉クラブ 高石中央FCイロマムン ニコルスFC

20 8月20日（日） OFA万博B 15:00 緑×緑×緑 OSU.FC － ジャラン・ジャラン 灰×黒×灰 派遣審判 北摂ユナイテッド 交野FC ジャラン・ジャラン  

21 13～17 人工芝 17:00 赤×赤×赤 SC茨木 － f.FC Apolo 桃×桃×桃 派遣審判 OSU.FC ジャラン・ジャラン ジャラン・ジャラン

22 17～21 19:00 紺×紺×橙 北摂ユナイテッド － 交野FC 赤×白×赤 派遣審判 SC茨木 f.FC Apolo 北摂ユナイテッド

23 9月10日（日） OFA万博A 17:30 赤×黒×赤 ニコルスFC － 和泉クラブ 白×白×白 派遣審判 北摂ユナイテッド 高石中央FCイロマムン 北摂ユナイテッド

24 17～21 人工芝 19:20 紺×紺×橙 北摂ユナイテッド － 高石中央FCイロマムン 黄×黒×黄 派遣審判 ニコルスFC 和泉クラブ 北摂ユナイテッド

25 9月17日（日） OFA万博A 17:30 黄×黒×黄 高石中央FCイロマムン － 東大阪FC 青×黒×青 派遣審判 北摂ユナイテッド SC茨木 北摂ユナイテッド

26 17～21 人工芝 19:20 紺×紺×橙 北摂ユナイテッド － SC茨木 赤×赤×赤 派遣審判 高石中央FCイロマムン 東大阪FC 北摂ユナイテッド

27 9月17日（日） 大阪産業大学 18:40 緑×緑×緑 OSU.FC - f.FC Apolo 桃×桃×桃 派遣審判 ニコルスFC ジャラン・ジャラン OSU.FC

28 18：30～21：30 生駒第９G 20:10 赤×黒×赤 ニコルスFC - ジャラン・ジャラン 緑×白×緑 派遣審判 OSU.FC f.FC Apolo OSU.FC

29 9月24日（日） 大阪産業大学 18:40 緑×緑×緑 OSU.FC - SC茨木 赤×赤×赤 派遣審判 ジャラン・ジャラン
高石中央FCイロ

マムン
OSU.FC

30 18：30～21：30 生駒第９G 20:10 緑×白×緑 ジャラン・ジャラン - 高石中央FCイロマムン 黄×黒×黄 派遣審判 OSU.FC SC茨木 OSU.FC

31 10月8日（日） 鶴見緑地スタジアム 17:30 赤×黒×赤 ニコルスFC － SC茨木 緑×白×緑 派遣審判 北摂ユナイテッド f.FC Apolo SC茨木

32 17～21 人工芝 19:20 紺×紺×橙 北摂ユナイテッド － f.FC Apolo 桃×桃×桃 派遣審判 ニコルスFC SC茨木 SC茨木

33 10月15日（日） 大阪産業大学 18:40 緑×緑×緑 OSU.FC - 和泉クラブ 赤×赤×赤 派遣審判 東大阪FC 交野FC OSU.FC

34 18：30～21：30 生駒第９G 20:10 青×黒×青 東大阪FC - 交野FC 赤×白×赤 派遣審判 OSU.FC 和泉クラブ OSU.FC

35 11月26日（日） 鶴見緑地スタジアム 17:30 青×黒×青 東大阪FC － ジャラン・ジャラン 緑×白×緑 派遣審判 北摂ユナイテッド 和泉クラブ 和泉クラブ

36 17～21 人工芝 19:20 紺×紺×橙 北摂ユナイテッド － 和泉クラブ 赤×赤×赤 派遣審判 東大阪FC ジャラン・ジャラン 和泉クラブ

37 和泉クラブ － 東大阪FC 派遣審判

38 交野FC － ニコルスFC 派遣審判

39 ジャラン・ジャラン － 交野FC 派遣審判

40 ニコルスFC － f.FC Apolo 派遣審判

41 和泉クラブ － 交野FC 派遣審判

42 OSU.FC － ニコルスFC 派遣審判

43 SC茨木 － 高石中央FCイロマムン 派遣審判

44 和泉クラブ - f.FC Apolo 派遣審判

45 f.FC Apolo － 高石中央FCイロマムン 派遣審判

対 戦 カ ー ド

2017/5/25 更新


