
節 月/日 曜日 会　　　場 開始時間

4/5 日 三木防災第2球技場天然芝 10:00 ＶＳ

〃 〃 三木防災第2球技場天然芝 12:15 ＶＳ

〃 〃 佐野運動公園第２天然芝 10:00 ＶＳ

〃 〃 佐野運動公園第２天然芝 12:15 ＶＳ

〃 〃 万博大阪サッカーグラウンド人工芝 10:00 ＶＳ

〃 〃 万博大阪サッカーグラウンド人工芝 12:15 ＶＳ

4/11 土 Ｊグリーン堺人工芝S6 10:00 ＶＳ

〃 〃 Ｊグリーン堺人工芝S6 12:15 ＶＳ

〃 〃 Ｊグリーン堺人工芝S6 14:30 ＶＳ

4/12 日 奈良フットボールセンター人工芝 10:00 ＶＳ

〃 〃 奈良フットボールセンター人工芝 12:15 ＶＳ

〃 〃 奈良フットボールセンター人工芝 14:30 ＶＳ

4/18 土 ビッグレイクA人工芝 10:00 ＶＳ

〃 〃 ビッグレイクA人工芝 12:15 ＶＳ

〃 〃 ビッグレイクA人工芝 14:30 ＶＳ

〃 〃 ビッグレイクＣ天然芝 10:00 ＶＳ

〃 〃 ビッグレイクＣ天然芝 12:15 ＶＳ

〃 〃 ビッグレイクＣ天然芝 14:30 ＶＳ

4/25 土 下鳥羽人工芝 10:00 ＶＳ

〃 〃 下鳥羽人工芝 12:15 ＶＳ

〃 〃 下鳥羽人工芝 14:30 ＶＳ

〃 〃 南津守人工芝 10:00 ＶＳ

〃 〃 南津守人工芝 12:15 ＶＳ

〃 〃 南津守人工芝 14:30 ＶＳ

4/29 祝水 三木防災補助陸上競技場天然芝 10:00 ＶＳ

〃 〃 三木防災補助陸上競技場天然芝 12:15 ＶＳ

〃 〃 三木防災補助陸上競技場天然芝 14:30 ＶＳ

〃 〃 万博大阪サッカーグラウンド人工芝 10:00 ＶＳ

〃 〃 万博大阪サッカーグラウンド人工芝 12:15 ＶＳ

〃 〃 万博大阪サッカーグラウンド人工芝 14:30 ＶＳ

5/9 土 Jグリーン堺人工芝S6 13:10 ＶＳ

〃 〃 Jグリーン堺人工芝S6 15:00 ＶＳ

〃 〃 鶴見緑地人工芝 13:10 ＶＳ

〃 〃 鶴見緑地人工芝 15:00 ディアブロッサ高田 ＶＳ セレッソ西

〃 〃 下鳥羽人工芝 13:10 ＶＳ

〃 〃 下鳥羽人工芝 15:00 ＶＳ

5/16 土 宝ヶ池人工芝 9:40 ＶＳ

〃 〃 宝ヶ池人工芝 11:30 ＶＳ

〃 〃 宝ヶ池人工芝 13:20 ＶＳ

〃 〃 宝ヶ池人工芝 15:10 ＶＳ

〃 〃 太陽が丘B天然芝 10:00 ＶＳ

〃 〃 太陽が丘B天然芝 12:15 ＶＳ

5/23 土 Jグリーン堺人工芝S12 10:00 ＶＳ

〃 〃 Jグリーン堺人工芝S12 12:15 ＶＳ

〃 〃 Jグリーン堺人工芝S12 14:30 ＶＳ

〃 〃 Jグリーン堺人工芝S13 10:00 ＶＳ

〃 〃 Jグリーン堺人工芝S13 12:15 ＶＳ

〃 〃 Jグリーン堺人工芝S13 14:30 ＶＳ

5/24 日 奈良フットボールセンター人工芝 10:00 ＶＳ

〃 〃 奈良フットボールセンター人工芝 12:15 ＶＳ

〃 〃 奈良フットボールセンター人工芝 14:30 ＶＳ

〃 〃 ビッグレイクＣ天然芝 10:00 ＶＳ

〃 〃 ビッグレイクＣ天然芝 12:15 ＶＳ

〃 〃 ビッグレイクＣ天然芝 14:30 ＶＳ

7/4 土 Jグリーン堺人工芝S11 10:00 ＶＳ

〃 〃 Jグリーン堺人工芝S11 12:15 ＶＳ

〃 〃 Jグリーン堺人工芝S11 14:30 ＶＳ

7/5 日 Jグリーン堺人工芝S11 10:00 ＶＳ

〃 〃 Jグリーン堺人工芝S11 12:15 ＶＳ

〃 〃 Jグリーン堺人工芝S11 14:30 ＶＳ

7/11 土 佐野運動公園第1天然芝 10:00 ＶＳ

〃 〃 佐野運動公園第1天然芝 12:15 ＶＳ

〃 〃 佐野運動公園第1天然芝 14:30 ＶＳ

〃 〃 奈良フットボールセンター人工芝 10:00 ＶＳ

〃 〃 奈良フットボールセンター人工芝 12:15 ＶＳ

〃 〃 奈良フットボールセンター人工芝 14:30 ＶＳ

神戸FC RIP ACE

ガンバ門真

ディアブロッサ高田

セレッソ西

岩田FC 京都サンガ

大阪セントラル

ガンバ門真 ヴィッセル神戸

11

ヴィッセル神戸 セレッソ大阪

ガンバ大阪 千里丘FC

ガンバ大阪 セレッソ西

ディアブロッサ高田 ガンバ門真

大阪セントラル

京都サンガ 神戸FC

岩田FC セレッソ大阪

千里丘FC

岩田FC

ディアブロッサ高田 千里丘FC

神戸FC ガンバ大阪

9

ディアブロッサ高田 大阪セントラル

RIP ACE ヴィッセル神戸

8

ガンバ門真 セレッソ大阪

京都サンガ ヴィッセル神戸

大阪セントラル RIP ACE

セレッソ西

ガンバ大阪 セレッソ大阪

京都サンガ セレッソ西

岩田FC ガンバ門真

大阪セントラル

京都サンガ セレッソ大阪

RIP ACE ガンバ大阪

千里丘FC RIP ACE
7

ディアブロッサ高田 神戸FC

ヴィッセル神戸 大阪セントラル

千里丘FC 岩田FC

セレッソ西 ヴィッセル神戸

6

神戸FC 岩田FC

ヴィッセル神戸 千里丘FC

ガンバ門真

大阪セントラル 京都サンガ

ディアブロッサ高田 ガンバ大阪

ガンバ門真 RIP ACE

10

RIP ACE セレッソ大阪

ヴィッセル神戸 ガンバ大阪

大阪セントラル 神戸FC

5

神戸FC セレッソ大阪

4

京都サンガ ガンバ門真

ディアブロッサ高田 岩田FC

千里丘FC セレッソ西

千里丘FC 京都サンガ

ガンバ大阪 岩田FC

セレッソ西 神戸FC

RIP ACE

千里丘FC 大阪セントラル

岩田FC RIP ACE

神戸FC ヴィッセル神戸

セレッソ大阪

京都サンガ

ガンバ大阪 大阪セントラル

3

ディアブロッサ高田 京都サンガ

セレッソ西 セレッソ大阪

ガンバ大阪 ガンバ門真

2

ヴィッセル神戸 岩田FC

千里丘FC 神戸FC

セレッソ西 ガンバ門真

セレッソ大阪 ディアブロッサ高田

RIP ACE

ガンバ大阪 京都サンガ

大阪セントラル 岩田FC

セレッソ西 RIP ACE
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1

ヴィッセル神戸 ディアブロッサ高田

セレッソ大阪 千里丘FC

神戸FC ガンバ門真



節 月/日 曜日 会　　　場 開始時間

7/12 日 Ｊグリーン堺人工芝S7 13:10 ＶＳ

〃 〃 Ｊグリーン堺人工芝S7 15:00 ＶＳ

〃 〃 Ｊグリーン堺人工芝S8 13:10 ＶＳ

〃 〃 Ｊグリーン堺人工芝S8 15:00 ＶＳ

〃 〃 Ｊグリーン堺人工芝S9 13:10 ＶＳ

〃 〃 Ｊグリーン堺人工芝S9 15:00 ＶＳ

7/18 土 鶴見緑地人工芝 10:00 ＶＳ

〃 〃 鶴見緑地人工芝 12:15 ＶＳ

〃 〃 鶴見緑地人工芝 14:30 ＶＳ

〃 〃 Ｊグリーン堺人工芝S8 10:00 ＶＳ

〃 〃 Ｊグリーン堺人工芝S8 12:15 ＶＳ

〃 〃 Ｊグリーン堺人工芝S8 14:30 ＶＳ

7/20 土 三木防災補助陸上競技場天然芝 10:00 ＶＳ

〃 〃 三木防災補助陸上競技場天然芝 12:15 ＶＳ

〃 〃 三木防災補助陸上競技場天然芝 14:30 ＶＳ

〃 〃 橿原陸上天然芝 10:00 ＶＳ

〃 〃 橿原陸上天然芝 12:15 ＶＳ

〃 〃 橿原陸上天然芝 14:30 ＶＳ

8/29 土 万博大阪サッカーグラウンド人工芝 9:40 ＶＳ

〃 〃 万博大阪サッカーグラウンド人工芝 11:30 ＶＳ

〃 〃 万博大阪サッカーグラウンド人工芝 13:20 ＶＳ

〃 〃 万博大阪サッカーグラウンド人工芝 15:10 ＶＳ

〃 〃 アクアパルコ洛西天然芝 10:00 ＶＳ

〃 〃 アクアパルコ洛西天然芝 12:15 ＶＳ

9/5 土 下鳥羽人工芝 9:40 ＶＳ

〃 〃 下鳥羽人工芝 11:30 ＶＳ

〃 〃 下鳥羽人工芝 13:20 ＶＳ

〃 〃 下鳥羽人工芝 15:10 ＶＳ

〃 〃 アクアパルコ洛西天然芝 10:00 ＶＳ

〃 〃 アクアパルコ洛西天然芝 12:15 ＶＳ

9/6 日 ビッグレイクB人工芝 10:00 ＶＳ

〃 〃 ビッグレイクB人工芝 12:15 ＶＳ

〃 〃 ビッグレイクB人工芝 14:30 ＶＳ

〃 〃 ビッグレイクＣ天然芝 10:00 ＶＳ

〃 〃 ビッグレイクＣ天然芝 12:15 ＶＳ

〃 〃 ビッグレイクＣ天然芝 14:30 ＶＳ

9/22 火 三木防災補助陸上競技場天然芝 10:00 ＶＳ

〃 〃 三木防災補助陸上競技場天然芝 12:15 ＶＳ

〃 〃 三木防災補助陸上競技場天然芝 14:30 ＶＳ

9/23 水 万博大阪サッカーグラウンド人工芝 10:00 ＶＳ

〃 〃 万博大阪サッカーグラウンド人工芝 12:15 ＶＳ

〃 〃 万博大阪サッカーグラウンド人工芝 14:30 ＶＳ

9/26 土 下鳥羽人工芝 13:10 ＶＳ

〃 〃 下鳥羽人工芝 15:00 ＶＳ

〃 〃 万博大阪サッカーグラウンド人工芝 13:10 ＶＳ

〃 〃 万博大阪サッカーグラウンド人工芝 15:00 ＶＳ

〃 〃 宝ヶ池人工芝 13:10 ＶＳ

〃 〃 宝ヶ池人工芝 15:00 ＶＳ

10/3 土 万博大阪サッカーグラウンド人工芝 13:10 ＶＳ

〃 〃 万博大阪サッカーグラウンド人工芝 15:00 ＶＳ

10/4 日 奈良フットボールセンター人工芝 13:10 ＶＳ

〃 〃 奈良フットボールセンター人工芝 15:00 ＶＳ

〃 〃 万博大阪サッカーグラウンド人工芝 13:10 ＶＳ

〃 〃 万博大阪サッカーグラウンド人工芝 15:00 ＶＳ

10/12 祝月 ビッグレイクA人工芝 10:00 ＶＳ

〃 〃 ビッグレイクA人工芝 12:15 ＶＳ

〃 〃 ビッグレイクA人工芝 14:30 ＶＳ

〃 〃 ビッグレイクB人工芝 10:00 ＶＳ

〃 〃 ビッグレイクB人工芝 12:15 ＶＳ

〃 〃 ビッグレイクB人工芝 14:30 ＶＳ

10/17 土 水口スポーツの森人工芝 10:00 ＶＳ

〃 〃 水口スポーツの森人工芝 12:15 ＶＳ

〃 〃 水口スポーツの森人工芝 14:30 ＶＳ

〃 〃 下鳥羽人工芝 10:00 ＶＳ

〃 〃 下鳥羽人工芝 12:15 ＶＳ

〃 〃 下鳥羽人工芝 14:30 ＶＳ
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対　戦　カ　ー　ド

12

千里丘FC セレッソ大阪

ディアブロッサ高田 ヴィッセル神戸

京都サンガ ガンバ大阪

RIP ACE セレッソ西

岩田FC 大阪セントラル

ガンバ門真 神戸FC

13

ガンバ門真 セレッソ西

京都サンガ RIP ACE

神戸FC 千里丘FC

岩田FC ヴィッセル神戸

ディアブロッサ高田 セレッソ大阪

大阪セントラル ガンバ大阪

14

ヴィッセル神戸 神戸FC

セレッソ大阪 セレッソ西

大阪セントラル 千里丘FC

京都サンガ ディアブロッサ高田

RIP ACE 岩田FC

ガンバ門真 ガンバ大阪

京都サンガ 大阪セントラル

セレッソ西 千里丘FC

ガンバ大阪 ヴィッセル神戸

大阪セントラル

ガンバ門真 京都サンガ

岩田FC ディアブロッサ高田

神戸FC

ヴィッセル神戸

セレッソ大阪 RIP ACE

セレッソ大阪 神戸FC

ヴィッセル神戸 セレッソ西

ガンバ大阪 ディアブロッサ高田

RIP ACE ガンバ門真

京都サンガ

岩田FC 千里丘FC

セレッソ西 ディアブロッサ高田

千里丘FC

岩田FC 神戸FC

ガンバ大阪

岩田FC セレッソ西

RIP ACE

セレッソ大阪 京都サンガ

ガンバ門真

大阪セントラル ガンバ門真

ディアブロッサ高田

ヴィッセル神戸

大阪セントラル ヴィッセル神戸

RIP ACE 千里丘FC

ガンバ大阪

セレッソ西 京都サンガ

セレッソ大阪

千里丘FC ディアブロッサ高田

岩田FC

神戸FC

RIP ACE 大阪セントラル

セレッソ大阪 ガンバ門真

ガンバ大阪 神戸FC

セレッソ大阪 岩田FC

ガンバ門真 千里丘FC

大阪セントラル ディアブロッサ高田

神戸FC 京都サンガ

ディアブロッサ高田

ヴィッセル神戸 RIP ACE

セレッソ西 ガンバ大阪

ディアブロッサ高田 RIP ACE

ヴィッセル神戸 ガンバ門真

大阪セントラル

京都サンガ 岩田FC

セレッソ大阪

京都サンガ 千里丘FC

神戸FC セレッソ西

岩田FC ガンバ大阪

ガンバ門真

15

16

17

18

19

20

21

22

千里丘FC ガンバ大阪

セレッソ大阪 ヴィッセル神戸

セレッソ西 大阪セントラル

RIP ACE 神戸FC



会　場 主審 副審 副審 試合責任

10:00 ＶＳ 協会 セレッソ大阪 千里丘FC セレッソ大阪

12:15 ＶＳ 協会 ヴィッセル神戸 ディアブロッサ高田 ヴィッセル神戸

運　営

会　場 主審 副審 副審 試合責任

1 4/5 10:00 ＶＳ 協会 ガンバ大阪 京都サンガ ガンバ大阪

節 （日） 12:15 ＶＳ 協会 神戸ＦＣ ガンバ門真 神戸ＦＣ

運　営

会　場 主審 副審 副審 試合責任

10:00 ＶＳ 協会 セレッソ西 RIP ACE セレッソ西

12:15 ＶＳ 協会 大阪セントラル 岩田FC 大阪セントラル

運　営

会　場 主審 副審 副審 試合責任

4/11 10:00 ＶＳ 協会 セレッソ西 ガンバ門真 セレッソ西

（土） 12:15 ＶＳ 協会 ヴィッセル神戸 岩田FC ヴィッセル神戸

14:30 ＶＳ 協会 千里丘ＦＣ 神戸FC 千里丘ＦＣ

２ 運　営

節 会　場 主審 副審 副審 試合責任

4/12 10:00 ＶＳ 協会 ガンバ大阪 大阪セントラル ガンバ大阪

（日） 12:15 ＶＳ 協会 セレッソ大阪 ディアブロッサ高田 セレッソ大阪

14:30 ＶＳ 協会 RIP ACE 京都サンガ RIP ACE

運　営

会　場 主審 副審 副審 試合責任

10:00 ＶＳ 協会 ガンバ大阪 ガンバ門真 ガンバ大阪

12:15 ＶＳ 協会 ディアブロッサ高田 京都サンガ ディアブロッサ高田

14:30 ＶＳ 協会 セレッソ西 セレッソ大阪 セレッソ西

３ 4/18 運　営

節 （土） 会　場 主審 副審 副審 試合責任

10:00 ＶＳ 協会 神戸ＦＣ ヴィッセル神戸 神戸ＦＣ

12:15 ＶＳ 協会 千里丘ＦＣ 大阪セントラル 千里丘ＦＣ

14:30 ＶＳ 協会 岩田FC RIP ACE 岩田FC

運　営

会　場 主審 副審 副審 試合責任

10:00 ＶＳ 協会 千里丘ＦＣ セレッソ西 千里丘ＦＣ

12:15 ＶＳ 協会 京都サンガ ガンバ門真 京都サンガ

14:30 ＶＳ 協会 ディアブロッサ高田 岩田FC ディアブロッサ高田

4 4/25 運　営

節 （土） 会　場 主審 副審 副審 試合責任

10:00 ＶＳ 協会 大阪セントラル 神戸FC 大阪セントラル

12:15 ＶＳ 協会 RIP ACE セレッソ大阪 RIP ACE

14:30 ＶＳ 協会 ヴィッセル神戸 ガンバ大阪 ヴィッセル神戸

運　営

会　場 主審 副審 副審 試合責任

10:00 ＶＳ 協会 ディアブロッサ高田 ガンバ大阪 ディアブロッサ高田

12:15 ＶＳ 協会 神戸ＦＣ セレッソ大阪 神戸ＦＣ

14:30 ＶＳ 協会 大阪セントラル 京都サンガ 大阪セントラル

5 4/29 運　営

節 （水） 会　場 主審 副審 副審 試合責任

10:00 ＶＳ 協会 セレッソ西 ヴィッセル神戸 セレッソ西

12:15 ＶＳ 協会 ガンバ門真 RIP ACE ガンバ門真

14:30 ＶＳ 協会 千里丘ＦＣ 岩田FC 千里丘ＦＣ

運　営

神戸ＦＣ

岩田FC

RIP ACE

千里丘ＦＣ 神戸ＦＣ

岩田FC

ヴィッセル神戸

万博大阪サッカーグラウンド人工芝

セレッソ西 RIP ACE

千里丘FC 岩田FC

京都サンガ

佐野運動公園第2天然芝

神戸FC ガンバ門真

ガンバ大阪 京都サンガ

ガンバ大阪

奈良フットボールセンター人工芝

セレッソ西 ヴィッセル神戸

ガンバ門真

セレッソ西 ガンバ門真

岩田FC

ガンバ大阪 大阪セントラル

ディアブロッサ高田

ディアブロッサ高田

　※対戦左側のチームをホームとし、ベンチの指定はピッチに向かい左側とする

神戸ＦＣ

万博大阪サッカーグラウンド人工芝

ガンバ門真 RIP ACE

神戸FC セレッソ大阪

大阪セントラル 京都サンガ

ディアブロッサ高田

セレッソ西

京都サンガ

ガンバ門真

セレッソ西 セレッソ大阪

岩田FC

ビッグレイクC天然芝

ディアブロッサ高田

ガンバ大阪

三木防災補助陸上競技場天然芝

大阪セントラル 神戸ＦＣ

セレッソ大阪

RIP ACE

京都サンガ

南津守人工芝

RIP ACE

岩田FC

千里丘ＦＣ

セレッソ大阪

千里丘FC 大阪セントラル

大阪セントラル

ヴィッセル神戸 ガンバ大阪

神戸FC ヴィッセル神戸

千里丘FC

下鳥羽人工芝

京都サンガ

セレッソ大阪 ディアブロッサ高田

ビッグレイクＡ人工芝

大阪セントラル

ディアブロッサ高田

Jグリーン堺人工芝S6

高円宮杯U-15サッカーリーグ2015関西　サンライズリーグ 組合せ表

ヴィッセル神戸

三木防災第２球技場天然芝

ヴィッセル神戸 ディアブロッサ高田

ガンバ門真

セレッソ大阪 千里丘ＦＣ



会　場 主審 副審 副審 試合責任

10:00 ＶＳ 協会 FC SETA ガンバ門真 FC SETA 

11:30 ＶＳ 協会 宇治FC セレッソ西 宇治FC

13:10 ＶＳ 協会 ディアブロッサ高田 セレッソ西 ディアブロッサ高田

15:00 ＶＳ 協会 ガンバ門真 大阪セントラル ガンバ門真

運　営

会　場 主審 副審 副審 試合責任

10:00 ＶＳ 協会 奈良YMCA ガンバ大阪 奈良YMCA

６ 5/9 11:30 ＶＳ 協会 ジュネッス 京都サンガ ジュネッス

節 （土） 13:10 ＶＳ 協会 RIP ACE ガンバ大阪 RIP ACE

15:00 ＶＳ 協会 京都サンガ セレッソ大阪 京都サンガ

運　営

会　場 主審 副審 副審 試合責任

10:00 ＶＳ 協会 FCフレスカ ヴィッセル神戸 FCフレスカ

11:30 ＶＳ 協会 神戸FC 千里丘ＦＣ 神戸FC

13:10 ＶＳ 協会 ヴィッセル神戸 千里丘ＦＣ ヴィッセル神戸

15:00 ＶＳ 協会 神戸ＦＣ 岩田FC 神戸ＦＣ

運　営

会　場 主審 副審 副審 試合責任

9:40 ＶＳ 協会 ヴィッセル神戸 大阪セントラル ヴィッセル神戸

11:30 ＶＳ 協会 ディアブロッサ高田 神戸FC ディアブロッサ高田

13:20 ＶＳ 協会 千里丘ＦＣ RIP ACE 千里丘ＦＣ

15:10 ＶＳ 協会 ガンバ大阪 セレッソ大阪 ガンバ大阪

7 5/16 運　営

節 （土） 会　場 主審 副審 副審 試合責任

10:00 ＶＳ 協会 岩田FC ガンバ門真 岩田FC

12:15 ＶＳ 協会 京都サンガ セレッソ西 京都サンガ

運　営

会　場 主審 副審 副審 試合責任

10:00 ＶＳ 協会 大阪セントラル RIP ACE 大阪セントラル

12:15 ＶＳ 協会 ガンバ門真 セレッソ大阪 ガンバ門真

14:30 ＶＳ 協会 京都サンガ ヴィッセル神戸 京都サンガ

8 5/23 運　営

節 （土） 会　場 主審 副審 副審 試合責任

10:00 ＶＳ 協会 神戸ＦＣ ガンバ大阪 神戸ＦＣ

12:15 ＶＳ 協会 セレッソ西 岩田FC セレッソ西

14:30 ＶＳ 協会 ディアブロッサ高田 千里丘ＦＣ ディアブロッサ高田

運　営

会　場 主審 副審 副審 試合責任

10:00 ＶＳ 協会 ガンバ大阪 セレッソ西 ガンバ大阪

12:15 ＶＳ 協会 ディアブロッサ高田 大阪セントラル ディアブロッサ高田

14:30 ＶＳ 協会 RIP ACE ヴィッセル神戸 RIP ACE

運　営

9 5/24 会　場 主審 副審 副審 試合責任

節 （日） 10:00 ＶＳ 協会 千里丘ＦＣ ガンバ門真 千里丘ＦＣ

12:15 ＶＳ 協会 京都サンガ 神戸FC 京都サンガ

14:30 ＶＳ 協会 岩田FC セレッソ大阪 岩田FC

運　営

会　場 主審 副審 副審 試合責任

7/4 10:00 ＶＳ 協会 千里丘ＦＣ 京都サンガ 千里丘ＦＣ

（土） 12:15 ＶＳ 協会 セレッソ大阪 大阪セントラル セレッソ大阪

14:30 ＶＳ 協会 ガンバ門真 ヴィッセル神戸 ガンバ門真

10 運　営

節 会　場 主審 副審 副審 試合責任

7/5 10:00 ＶＳ 協会 ガンバ大阪 岩田FC ガンバ大阪

（日） 12:15 ＶＳ 協会 セレッソ西 神戸FC セレッソ西

14:30 ＶＳ 協会 RIP ACE ディアブロッサ高田 RIP ACE

運　営

会　場 主審 副審 副審 試合責任

10:00 ＶＳ 協会 神戸ＦＣ RIP ACE 神戸ＦＣ

12:15 ＶＳ 協会 ヴィッセル神戸 セレッソ大阪 ヴィッセル神戸

14:30 ＶＳ 協会 ガンバ大阪 千里丘ＦＣ ガンバ大阪

運　営

11 7/11 会　場 主審 副審 副審 試合責任

節 （土） 10:00 ＶＳ 協会 岩田FC 京都サンガ 岩田FC

12:15 ＶＳ 協会 ディアブロッサ高田 ガンバ門真 ディアブロッサ高田

14:30 ＶＳ 協会 大阪セントラル セレッソ西 大阪セントラル

運　営

　※対戦左側のチームをホームとし、ベンチの指定はピッチに向かい左側とする

千里丘ＦＣ RIP ACE

岩田FC 京都サンガ

ディアブロッサ高田

佐野運動公園第1球技場天然芝

ガンバ大阪

ディアブロッサ高田

ビッグレイクＣ天然芝

京都サンガ 神戸ＦＣ

神戸FC

Ｊグリーン堺人工芝S11

セレッソ大阪 大阪セントラル

大阪セントラル

ヴィッセル神戸

岩田FC セレッソ大阪

ディアブロッサ高田

岩田FC

セレッソ西

ディアブロッサ高田 千里丘FC

RIP ACE

神戸ＦＣ ガンバ大阪

岩田FC

ガンバ大阪

大阪セントラル

大阪セントラル RIP ACE

セレッソ大阪

Jグリーン堺人工芝S13

セレッソ西 岩田FC

太陽が丘B天然芝

ガンバ大阪 セレッソ西

京都サンガ

Jグリーン堺人工芝S12

ガンバ門真 セレッソ大阪

京都サンガ ヴィッセル神戸

奈良フットボールセンター人工芝

宝ヶ池人工芝

高円宮杯U-15サッカーリーグ2015関西　サンライズリーグ 組合せ表

ディアブロッサ高田 神戸ＦＣ

ヴィッセル神戸 大阪セントラル

鶴見緑地人工芝

宇治FC【ヤマタケ】 セレッソ西【ヤマタケ】

FC SETA 【ヤマタケ】

ガンバ大阪 セレッソ大阪

RIP ACE

千里丘ＦＣ ガンバ門真

ディアブロッサ高田

京都サンガ セレッソ西

岩田FC ガンバ門真

RIP ACE ディアブロッサ高田

千里丘ＦＣ

ガンバ門真 ヴィッセル神戸

セレッソ西 神戸FC

Ｊグリーン堺人工芝S11

京都サンガ

ディアブロッサ高田 ガンバ門真

大阪セントラル セレッソ西

ヴィッセル神戸 セレッソ大阪

神戸ＦＣ

千里丘FC

ヴィッセル神戸

奈良フットボールセンター人工芝

ガンバ門真【ヤマタケ】

ガンバ門真 大阪セントラル

ディアブロッサ高田 セレッソ西

ガンバ門真【ヤマタケ】ガンバ門真【サンライズ】

下鳥羽人工芝

ジュネッス【ヤマタケ】 京都サンガ【ヤマタケ】

奈良YMCA【ヤマタケ】 ガンバ大阪【ヤマタケ】

京都サンガ セレッソ大阪

RIP ACE ガンバ大阪

京都サンガ【ヤマタケ】京都サンガ【サンライズ】

Jグリーン堺人工芝S6

神戸FC【ヤマタケ】 千里丘FC【ヤマタケ】

FCフレスカ【ヤマタケ】 ヴィッセル神戸【ヤマタケ】

神戸FC 岩田FC

ヴィッセル神戸【ヤマタケ】岩田FC【サンライズ】

ヴィッセル神戸 千里丘ＦＣ



会　場 主審 副審 副審 試合責任

13:10 ＶＳ 協会 ディアブロッサ高田 ヴィッセル神戸 ディアブロッサ高田

15:00 ＶＳ 協会 千里丘ＦＣ セレッソ大阪 千里丘ＦＣ

運　営

会　場 主審 副審 副審 試合責任

12 7/12 13:10 ＶＳ 協会 RIP ACE セレッソ西 RIP ACE

節 （日） 15:00 ＶＳ 協会 京都サンガ ガンバ大阪 京都サンガ

運　営

会　場 主審 副審 副審 試合責任

13:10 ＶＳ 協会 ガンバ門真 神戸ＦＣ ガンバ門真

15:00 ＶＳ 協会 岩田FC 大阪セントラル 岩田FC

運　営

会　場 主審 副審 副審 試合責任

10:00 ＶＳ 協会 神戸ＦＣ 千里丘ＦＣ 神戸ＦＣ

12:15 ＶＳ 協会 ガンバ門真 セレッソ西 ガンバ門真

14:30 ＶＳ 協会 京都サンガ RIP ACE 京都サンガ

13 7/18 運　営

節 （土） 会　場 主審 副審 副審 試合責任

10:00 ＶＳ 協会 大阪セントラル ガンバ大阪 大阪セントラル

12:15 ＶＳ 協会 岩田FC ヴィッセル神戸 岩田FC

14:30 ＶＳ 協会 ディアブロッサ高田 セレッソ大阪 ディアブロッサ高田

運　営

会　場 主審 副審 副審 試合責任

10:00 ＶＳ 協会 大阪セントラル 千里丘ＦＣ 大阪セントラル

12:15 ＶＳ 協会 ヴィッセル神戸 神戸ＦＣ ヴィッセル神戸

14:30 ＶＳ 協会 セレッソ大阪 セレッソ西 セレッソ大阪

14 7/20 運　営

節 （土） 会　場 主審 副審 副審 試合責任

10:00 ＶＳ 協会 ガンバ門真 ガンバ大阪 ガンバ門真

12:15 ＶＳ 協会 京都サンガ ディアブロッサ高田 京都サンガ

14:30 ＶＳ 協会 RIP ACE 岩田FC RIP ACE

運　営

会　場 主審 副審 副審 試合責任

9:40 ＶＳ 協会 ガンバ大阪 ヴィッセル神戸 ガンバ大阪

11:30 ＶＳ 協会 セレッソ西 千里丘ＦＣ セレッソ西

13:20 ＶＳ 協会 セレッソ大阪 RIP ACE セレッソ大阪

15:10 ＶＳ 協会 神戸ＦＣ 大阪セントラル 神戸ＦＣ

15 8/29 運　営

節 （土） 会　場 主審 副審 副審 試合責任

10:00 ＶＳ 協会 岩田FC ディアブロッサ高田 岩田FC

12:15 ＶＳ 協会 ガンバ門真 京都サンガ ガンバ門真

運　営

会　場 主審 副審 副審 試合責任

9:40 ＶＳ 協会 ヴィッセル神戸 セレッソ西 ヴィッセル神戸

11:30 ＶＳ 協会 京都サンガ 大阪セントラル 京都サンガ

13:20 ＶＳ 協会 セレッソ大阪 神戸ＦＣ セレッソ大阪

15:10 ＶＳ 協会 ガンバ大阪 ディアブロッサ高田 ガンバ大阪

16 9/5 運　営

節 （土） 会　場 主審 副審 副審 試合責任

10:00 ＶＳ 協会 岩田FC 千里丘ＦＣ 岩田FC

12:15 ＶＳ 協会 RIP ACE ガンバ門真 RIP ACE

運　営

会　場 主審 副審 副審 試合責任

10:00 ＶＳ 協会 ガンバ大阪 RIP ACE ガンバ大阪

12:15 ＶＳ 協会 セレッソ西 ディアブロッサ高田 セレッソ西

14:30 ＶＳ 協会 千里丘ＦＣ ヴィッセル神戸 千里丘ＦＣ

17 9/6 運　営

節 （日） 会　場 主審 副審 副審 試合責任

10:00 ＶＳ 協会 岩田FC 神戸ＦＣ 岩田FC

12:15 ＶＳ 協会 セレッソ大阪 京都サンガ セレッソ大阪

14:30 ＶＳ 協会 大阪セントラル ガンバ門真 大阪セントラル

運　営

セレッソ大阪 神戸ＦＣ

セレッソ大阪 RIP ACE

高円宮杯U-15サッカーリーグ2015関西　サンライズリーグ 組合せ表

鶴見緑地人工芝

ガンバ門真 セレッソ西

千里丘ＦＣ

Ｊグリーン堺人工芝S9

岩田FC

大阪セントラル

大阪セントラル

京都サンガ

京都サンガ RIP ACE

神戸ＦＣ

セレッソ西

Ｊグリーン堺人工芝S8

ヴィッセル神戸

大阪セントラル ガンバ大阪

岩田FC

ディアブロッサ高田 セレッソ大阪

ディアブロッサ高田

ヴィッセル神戸

岩田FC

三木防災補助陸上競技場

セレッソ西

ヴィッセル神戸 神戸ＦＣ

セレッソ大阪

ビッグレイクB人工芝

セレッソ西 ディアブロッサ高田

ガンバ大阪

ガンバ門真 京都サンガ

岩田FC ディアブロッサ高田

RIP ACE

アクアパルコ洛西天然芝

ガンバ門真

セレッソ大阪

岩田FC 神戸ＦＣ

千里丘ＦＣ ヴィッセル神戸

ガンバ大阪 RIP ACE

セレッソ西

ビッグレイクＣ天然芝

　※対戦左側のチームをホームとし、ベンチの指定はピッチに向かい左側とする

京都サンガ

ヴィッセル神戸

神戸FC 大阪セントラル

千里丘FC

アクアパルコ洛西天然芝

大阪セントラル

セレッソ大阪 京都サンガ

Ｊグリーン堺人工芝S7

千里丘ＦＣ セレッソ大阪

ディアブロッサ高田 ヴィッセル神戸

ガンバ大阪

Ｊグリーン堺人工芝S8

RIP ACE セレッソ西

万博大阪サッカーグラウンド人工芝

ガンバ門真

セレッソ西 千里丘ＦＣ

RIP ACE

大阪セントラル 千里丘ＦＣ

橿原陸上天然芝

岩田FC

京都サンガ

京都サンガ

ガンバ大阪

ガンバ大阪 ディアブロッサ高田

ガンバ大阪

ディアブロッサ高田

ヴィッセル神戸 セレッソ西

ガンバ門真

神戸FC

RIP ACE ガンバ門真

岩田FC 千里丘ＦＣ

下鳥羽人工芝

京都サンガ 大阪セントラル

千里丘ＦＣ



会　場 主審 副審 副審 試合責任

9/22 10:00 ＶＳ 協会 セレッソ大阪 ガンバ大阪 セレッソ大阪

（火） 12:15 ＶＳ 協会 大阪セントラル ヴィッセル神戸 大阪セントラル

14:30 ＶＳ 協会 RIP ACE 千里丘ＦＣ RIP ACE

18 運　営

節 会　場 主審 副審 副審 試合責任

9/23 10:00 ＶＳ 協会 神戸ＦＣ ディアブロッサ高田 神戸ＦＣ

（水） 12:15 ＶＳ 協会 セレッソ西 京都サンガ セレッソ西

14:30 ＶＳ 協会 ガンバ門真 岩田FC ガンバ門真

運　営

会　場 主審 副審 副審 試合責任

10:00 ＶＳ 協会 奈良YMCA ヴィッセル神戸 奈良YMCA

11:30 ＶＳ 協会 ガンバ門真 宇治FC ガンバ門真

13:10 ＶＳ 協会 セレッソ大阪 ガンバ門真 セレッソ大阪

15:00 ＶＳ 協会 ヴィッセル神戸 京都サンガ ヴィッセル神戸

運　営

会　場 主審 副審 副審 試合責任

10:00 ＶＳ 協会 セレッソ西 ジュネッス セレッソ西

19 9/26 11:30 ＶＳ 協会 ガンバ大阪 神戸FC ガンバ大阪

節 （土） 13:10 ＶＳ 協会 岩田FC セレッソ西 岩田FC

15:00 ＶＳ 協会 ガンバ大阪 神戸ＦＣ ガンバ大阪

運　営

会　場 主審 副審 副審 試合責任

10:00 ＶＳ 協会 セレッソ大阪 千里丘ＦＣ セレッソ大阪

11:30 ＶＳ 協会 京都サンガ FC SETA 京都サンガ

13:10 ＶＳ 協会 RIP ACE 大阪セントラル RIP ACE

15:00 ＶＳ 協会 千里丘ＦＣ ディアブロッサ高田 千里丘ＦＣ

運　営

会　場 主審 副審 副審 試合責任

10:00 ＶＳ 協会 セレッソ大阪 宇治FC セレッソ大阪

10/3 11:30 ＶＳ 協会 千里丘ＦＣ ジュネッス 千里丘ＦＣ

（土） 13:10 ＶＳ 協会 セレッソ大阪 岩田FC セレッソ大阪

15:00 ＶＳ 協会 ガンバ門真 千里丘ＦＣ ガンバ門真

20 運　営

節 会　場 主審 副審 副審 試合責任

10:00 ＶＳ 協会 京都サンガ FCフレスカ 京都サンガ

11:30 ＶＳ 協会 ガンバ門真 奈良YMCA ガンバ門真

13:10 ＶＳ 協会 神戸ＦＣ 京都サンガ 神戸ＦＣ

15:00 ＶＳ 協会 大阪セントラル ディアブロッサ高田 大阪セントラル

10/4 運　営

（日） 会　場 主審 副審 副審 試合責任

10:00 ＶＳ 協会 セレッソ西 神戸FC セレッソ西

11:30 ＶＳ 協会 ヴィッセル神戸 伊丹FC ヴィッセル神戸

13:10 ＶＳ 協会 セレッソ西 ガンバ大阪 セレッソ西

15:00 ＶＳ 協会 ヴィッセル神戸 RIP ACE ヴィッセル神戸

運　営

会　場 主審 副審 副審 試合責任

10:00 ＶＳ 協会 協会 協会 大阪セントラル

12:15 ＶＳ 協会 協会 協会 ディアブロッサ高田

14:30 ＶＳ 協会 協会 協会 ヴィッセル神戸

21 10/12 運　営

節 （月） 会　場 主審 副審 副審 試合責任

10:00 ＶＳ 協会 協会 協会 岩田FC

12:15 ＶＳ 協会 協会 協会 京都サンガ

14:30 ＶＳ 協会 協会 協会 神戸ＦＣ

運　営

会　場 主審 副審 副審 試合責任

10:00 ＶＳ 協会 協会 協会 RIP ACE

12:15 ＶＳ 協会 協会 協会 ガンバ門真

14:30 ＶＳ 協会 協会 協会 セレッソ西

22 10/17 運　営

節 （土） 会　場 主審 副審 副審 試合責任

10:00 ＶＳ 協会 協会 協会 セレッソ大阪

12:15 ＶＳ 協会 協会 協会 京都サンガ

14:30 ＶＳ 協会 協会 協会 千里丘ＦＣ

運　営

　※対戦左側のチームをホームとし、ベンチの指定はピッチに向かい左側とする

ディアブロッサ高田

神戸ＦＣ

大阪セントラル セレッソ大阪

京都サンガ

岩田FC

セレッソ西

ビッグレイクB人工芝

京都サンガ 千里丘ＦＣ

セレッソ西【ヤマタケ】、RIP ACE【サンライズ】

ディアブロッサ高田 RIP ACE

ヴィッセル神戸

ビッグレイクA人工芝

ガンバ門真

ヴィッセル神戸

伊丹FC【ヤマタケ】

セレッソ西【ヤマタケ】

奈良YMCA【ヤマタケ】、ディアブロッサ高田【サンライズ】

セレッソ西 ガンバ大阪

ヴィッセル神戸【ヤマタケ】

千里丘ＦＣ

セレッソ西

セレッソ西

大阪セントラル ディアブロッサ高田

セレッソ大阪

セレッソ大阪 ガンバ大阪

ヴィッセル神戸

奈良YMCA【ヤマタケ】

岩田FC

ヴィッセル神戸

高円宮杯U-15サッカーリーグ2015関西　サンライズリーグ 組合せ表
三木防災補助陸上競技場天然芝

大阪セントラル ヴィッセル神戸

RIP ACE

ガンバ門真 千里丘ＦＣ

万博大阪サッカーグラウンド人工芝

京都サンガ

RIP ACE 神戸ＦＣ

ガンバ門真

ガンバ門真

千里丘FC ガンバ大阪

セレッソ大阪

下鳥羽人工芝

京都サンガ

ジュネッス【ヤマタケ】、ガンバ門真【サンライズ】

岩田FC

ガンバ門真 岩田FC

万博大阪サッカーグラウンド人工芝

奈良フットボールセンター人工芝

セレッソ大阪 ガンバ門真

ガンバ大阪【ヤマタケ】 神戸FC 【ヤマタケ】

京都サンガ

神戸ＦＣ ディアブロッサ高田

FCフレスカ【ヤマタケ】

神戸ＦＣ

千里丘FC【ヤマタケ】 ジュネッス【ヤマタケ】

セレッソ大阪【ヤマタケ】 宇治FC【ヤマタケ】

ガンバ門真【ヤマタケ】

京都サンガ

京都サンガ【ヤマタケ】

ガンバ大阪

セレッソ西 大阪セントラル

神戸FC【ヤマタケ】

ディアブロッサ高田

水口スポーツの森人工芝

RIP ACE

万博大阪サッカーグラウンド人工芝

下鳥羽人工芝

ガンバ門真【ヤマタケ】 宇治FC【ヤマタケ】

奈良YMCA【ヤマタケ】 ヴィッセル神戸【ヤマタケ】

ヴィッセル神戸 京都サンガ

セレッソ大阪【ヤマタケ】 千里丘FC【ヤマタケ】

宇治FC【ヤマタケ】、京都サンガ【サンライズ】

万博大阪サッカーグラウンド人工芝

ガンバ大阪 神戸ＦＣ

岩田FC セレッソ西

セレッソ西【ヤマタケ】 ジュネッス【ヤマタケ】

千里丘FC ディアブロッサ高田

RIP ACE 大阪セントラル

京都サンガ【ヤマタケ】、千里丘FC【サンライズ】

ガンバ大阪【ヤマタケ】、ガンバ大阪【サンライズ】

宝ヶ池人工芝

京都サンガ【ヤマタケ】 FC SETA 【ヤマタケ】



昇格決定戦１回戦

会　場 主審 副審 副審 試合責任

11/1 第　１ ＶＳ 協会 協会 協会 本部

（日） 第　２ ＶＳ 協会 協会 協会 第１勝者

第　３ ＶＳ 協会 協会 協会 第２勝者

運　営

会　場 主審 副審 副審 試合責任

11/1 第　１ ＶＳ 協会 協会 協会 本部

（日） 第　２ ＶＳ 協会 協会 協会 第１勝者

第　３ ＶＳ 協会 協会 協会 第２勝者

運　営

昇格決定戦

会　場 主審 副審 副審 試合責任

11/3 第　１ ＶＳ 協会 協会 協会 本部

（火） 第　２ ＶＳ 協会 協会 協会 第１勝者

第　３ ＶＳ 協会 協会 協会 第２勝者

運　営

NO3 奈良県1位 和歌山県２位

高円宮杯U-15サッカーリーグ2015関西  会場別組合せ表（昇格決定戦）
試合開始時間　  第1試合→10:00　第2試合→12:15　第3試合→14:30

奈良フットボールセンター

NO4 奈良県2位 兵庫県1位

NO2 滋賀県1位 兵庫県2位

奈良県（西岡　一也氏）奈良県３種委員長

ビッグレイクC

NO7  NO1勝者 NO4勝者

西松江緑地

NO1 大阪府1位 京都府2位

和歌山県（尾前　真一氏）和歌山県３種委員長

　※対戦左側のチームをホームとし、ベンチの指定はピッチに向かい左側とする

NO5 大阪府2位

NO8  NO2勝者 NO5勝者

NO9  NO3勝者 NO6勝者

滋賀県（松本　茂氏）滋賀県３種委員長

和歌山県１位

NO6 滋賀県2位 京都府1位


