
第28回　関西専門学校サッカー選手権大会　

第5回　関西専門学校女子サッカー選手権大会

予選リーグ 予選リーグ　50分 Ｓリーグ　80分

キックオフ 主審 ４審

Aリーグ 9:00 京都医健 VS 大阪リゾスポ 学生 東洋 大阪 教員 50分

Bリーグ 10:10 大原京都 VS 大阪社体 学生 ハイテク ハイテク 教員 50分

Aリーグ 11:20 東洋医療 VS 大原大阪 学生 京医 リゾスポ 教員 50分

Sリーグ 13:00 大原難波 VS 履正社 協会 甲賀 神戸 教員 80分

Sリーグ 15:00 甲賀 VS 大原神戸 協会 難波 履正 教員 80分

キックオフ 主審 ４審

Aリーグ 9:00 京都医健 VS 東洋医療 学生 リゾスポ 大阪 教員 50分

Bリーグ 10:10 大原京都 VS 大阪ハイテク 学生 社体 社体 教員 50分

Aリーグ 11:20 大阪リゾスポ VS 大原大阪 学生 京医 東洋 教員 50分

Sリーグ 13:00 大原難波 VS 甲賀 協会 履正 神戸 教員 80分

Sリーグ 15:00 履正社 VS 大原神戸 協会 難波 甲賀 教員 80分

キックオフ 主審 ４審

Aリーグ 9:00 京都医健 VS 大原大阪 学生 リゾスポ 東洋 教員 50分

Bリーグ 10:10 大阪社体 VS 大阪ハイテク 学生 京都 京都 教員 50分

Aリーグ 11:20 大阪リゾスポ VS 東洋医療 学生 京医 大阪 教員 50分

Sリーグ 13:00 大原難波 VS 大原神戸 協会 履正 甲賀 教員 80分

Sリーグ 15:00 履正社 VS 甲賀 協会 難波 神戸 教員 80分

決勝トーナメント 90分　　 女子　　　40分

キックオフ 主審 ４審

1回戦① 9:30 京都医健 VS 大原京都 協会 協会 協会 学生 90分

1回戦② 12:00 大阪リゾスポ VS 大阪ハイテク 協会 協会 協会 学生 90分

女子① 14:30 大原神戸 VS 大阪リゾスポ 甲賀 京都 40分

女子② 15:30 甲賀 VS 京都医健 神戸 リゾ 40分

キックオフ 主審 ４審

準々決勝① 9:30 京都医健 VS 大原難波 協会 協会 協会 学生 90分

準々決勝② 12:00 大原神戸 VS 大阪リゾスポ 協会 協会 協会 学生 90分

女準決勝 14:30 履正社 VS 大原神戸 前審 前審 40分

女準決勝 15:30 東洋医療 VS 甲賀 後審 後審 40分

キックオフ 主審 ４審

準決勝① 9:30

準決勝② 12:00

5位決定 14:30

キックオフ 主審 ４審

3位決定 9:30

女子決勝 10:30

準決勝① 12:30 甲賀 VS 大原難波 協会 協会 協会 学生 90分

準決勝② 15:00 大阪リゾスポ VS 履正社 協会 協会 協会 学生 90分

※女子の３決定、決勝、男子の３決定、決勝は９月４or５日、履正社茨木グラウンドにて開催予定

8月7日 人工芝S15　　9:00～17:00 副審

日程表

8月6日 人工芝S15　　9:00～17:00 副審

（月）

8月23日 人工芝S15　　9:00～17:00 副審

（火）

8月8日 人工芝S15　　9:00～17:00 副審

（水）

8月21日 人工芝S15　　9:00～17:00 副審

（火）

8月22日 人工芝S15　　9:00～17:00 副審

（水）

（金）

9月４or５日に延期

9月４or５日に延期

24日に延期

24日に延期（木）

中止

8月24日 人工芝S15　　9:00～17:00 副審


