
2015年度 第３２回関西少女サッカー大会 出場チーム 

大阪府（５チーム） 

第１代表 高槻北大冠 ZELCOVA FC 

第２代表 MedleyGirl's FC 

第３代表 ＬＳＡＦＣガールズ 

第４代表 大阪 PIONE 

第５代表 ヴィスポさやま 

  

兵庫県（９チーム）  

第１代表 北摂ガールズ 

第２代表 学園 FC 

第３代表 但馬 LU12 

第４代表 神戸コスモ FC 

第５代表 多井畑フットボールクラブ 

第６代表 西播磨ガールズ 

第７代表 尼崎レディース U-12 

第８代表 

第９代表 

だいち SC女子 B 

みさき・宮本 FC 

 

京都府（３チーム） 

第１代表 京都みなみかぜ 

第２代表 北上 F．C．Jr 

第３代表 太秦サッカー少年団女子 

 

奈良県（２チーム）  

第１代表 奈良葛城ガールズ 

第２代表 サウスキッズ 

 

滋賀県（３チーム） 

第１代表 おおつヴィクトリーズ U-12 

第２代表 

第３代表 

亀山サッカースポーツ少年団 

紫香楽レディースサッカークラブ 

 

和歌山県（２チーム） 

第１代表 和歌山オレンジ 

第２代表  和歌山リモーネ 



201５年度 第 3２回関西少女サッカー大会 組み合わせ及び試合予定 

 

予選 １２月５日（土） 

グループＡ 

 A1みなみかぜ A2 LSA A3西播磨 勝点 得失点差 総得点 順位 

A1みなみかぜ *******       

A2 LSA   *******      

A3西播磨   *******     

グループＢ 

 B1 葛城 B2 太秦 B3神戸 勝点 得失点差 総得点 順位 

B1 葛城 *******       

B2 太秦  *******      

B3 神戸   *******     

グループＣ 

 C1亀山 C2 学園 C3 和歌山リモーネ 勝点 得失点差 総得点 順位 

C1亀山 *******       

C2 学園  *******      

C3 和歌山リモーネ   *******     

グループＤ 

 D1和歌山オレンジ D2 PIONE D3 だいち宮本 勝点 得失点差 総得点 順位 

D1 和歌山オレンジ *******       

D2 PIONE  *******      

D3 だいち宮本   *******     

 

Ｓ10 

キックオフ ピッチ あ ピッチ い 

①10;30 A1みなみかぜ ― A2 LSA B1 葛城 C１ 亀山 ― C2 学園 D1和歌山オレンジ 

②11;15 B1 葛城 ― B2 太秦 A2 LSA D1和歌山オレンジ ― D2PIONE C2 学園 

③12:00 A1みなみかぜ ― A3西播磨 B2 太秦 C１ 亀山 ― C3和歌山リモーネ D2PIONE 

 昼  休  憩 

④13:30 B1 葛城 ― B3神戸 A1みなみかぜ D1和歌山オレンジ ― D3だいち C１ 亀山 

⑤14:15 A2 LSA ― A3西播磨 B3神戸 C2 学園 ― C3和歌山リモーネ D3だいち 

⑥15:00 B2 太秦 ― B3神戸 A3西播磨 D2PIONE ― D3だいち C3和歌山リモーネ 

 

 

 

 

 



グループＥ 

 E1 北 摂 E2北上 E3 みさき宮本 勝点 得失点差 総得点 順位 

E1 北摂 *******       

E2 北上  *******      

E3 みさき宮本   *******     

グループＦ 

 F1おおつ F2  MEDLEY  F3 多井畑 勝点 得失点差 総得点 順位 

F1 おおつ *******       

F2 MEDLEY  *******      

F3 多井畑   *******     

グループＧ 

 G1尼崎 G2 さやま G3サウス 勝点 得失点差 総得点 順位 

G1 尼崎 *******       

G2 さやま  *******      

G3 サウス   *******     

グループＨ 

 H1北大冠 H2但馬 H3紫香楽 勝点 得失点差 総得点 順位 

H1 北大冠 *******       

H2 但馬  *******      

H3 紫香楽   *******     

 

Ｓ９ 

キックオフ ピッチ う ピッチ え 

①10;30 E1 北摂 ― E2 北上 F1おおつ G１尼崎 ― G2 さやま H1北大冠 

②11;15 F1おおつ ― F2 MEDLEY  E2北 上 H1北大冠 ― H2但馬 G2 さやま 

③12:00 E1 北摂 ― E3 みさき宮本 F2 MEDLEY G1尼崎 ― G3サウス H2但馬 

 昼  休  憩 

④13:30 F1おおつ ― F3 多井畑 E１北大冠 H1北大冠 ― H3紫香楽 G1尼崎 

⑤14:15 E2北 上 ― E3 みさき宮本 F3 多井畑 G2 さやま ― G3サウス H3紫香楽 

⑥15:00 F2 MEDLEY ― F3 多井畑 E3 みさき宮本 H2但馬 ― H3紫香楽 G3サウス 

 

 

 

 

 

 

 



１２月６日（日） Ｊ－Ｇｒｅｅｎ堺　　Ｓ９S１０ １５分ー５分ー１５分

あ③ い③ う③ え③

う⑥ え⑥

１２月６日（日） Ｊ－Ｇｒｅｅｎ堺　　Ｓ９S１０ １５分ー５分ー１５分

あ② い② う② え②

う⑤ え⑤

い⑥

あ⑦

う⑦

あ⑤ い⑤

Ｆ２位 Ｂ２位 Ｃ２位 Ｇ２位 Ａ２位 Ｅ２位 Ｈ２位 Ｄ２位

Ｂ１位 Ｃ１位 Ｇ１位

決勝トーナメント

あ⑥

２位トーナメント

Ｄ１位Ｅ１位 Ｈ１位

第３２回　 関西少女サッカー大会

あ⑧

い⑧

Ａ１位Ｆ１位



１２月６日（日） Ｊ－Ｇｒｅｅｎ堺　　Ｓ９S１０ １５分ー５分ー１５分

あ① い① う① え①

う④ え④

大会　結果

　

敢闘賞

フレンドリー賞

優　勝

準優勝

第３位

Ｄ３位

い④

Ｆ３位 Ｂ３位 Ｃ３位 Ｇ３位 Ａ３位 Ｅ３位 Ｈ３位

い⑦

え⑦

あ④

３位トーナメント



１２月６日（日） Ｊ－Ｇｒｅｅｎ堺　　Ｓ９ １５分ー５分ー１５分

S　１０ S　９

審判

ピッチ　あ ピッチ　い

３位T Ｃ３位 ― Ｇ３位 Ｃ２位

キックオフ 対　　　　　戦 審判

②１０：４５ Ｆ２位

対　　　　　戦

― Ｂ２位 前試合勝

①１０：００

Ｃ２位 ―

Ｆ３位 ― Ｂ３位 Ｆ２位

Ｇ２位 前試合勝

③１１；３０ Ｆ１位 ― Ｂ１位 前試合勝 Ｃ１位 ― Ｇ１位 前試合勝

④１２：１５ あ①勝 ― い①勝 前試合勝 う①勝 ― え①勝 前試合勝

⑤１３：００ あ②勝 ― い②勝 前試合勝 う②勝 ― え②勝 前試合勝

⑥１３：４５ あ③勝 ― い③勝 前試合勝 う③勝 ― え③勝 前試合勝

⑦１４：３０ あ⑤勝 ― い⑤勝 前試合勝 ― い④勝 前試合勝あ④勝

あ⑥負 ― い⑥負 前試合勝⑧１５：１５ あ⑥勝 ― い⑥勝 前試合勝

対　　　　　戦 審判

Ａ３位 ― Ｅ３位 Ａ２位 Ｈ３位 ―

対　　　　　戦 審判

Ｄ３位 Ｃ２位

Ａ２位 ― Ｅ２位 前試合勝 Ｈ２位 ― Ｄ２位 前試合勝

Ａ１位 ― Ｅ１位 前試合勝 Ｈ１位 ― Ｄ１位 前試合勝

あ①負 ― い①負 前試合勝 う①負 ― え①負 前試合勝

― え③負 前試合勝

あ②負 ― い②負 前試合勝 う②負 ―

前試合勝 あ④負 ―

え②負 前試合勝

あ③負 ― い③負 前試合勝 う③負

前試合勝

― ―

あ⑤負 ― い⑤負

２位T

第３２回　 関西少女サッカー大会

決勝トーナメント ２位トーナメント ３位トーナメント

ピッチ　う ピッチ　え

い④負

※各試合とも、対戦表の左側のチームがピッチに向かって左側のベンチを使用してください

試合会場

３位T

２位T

決勝T

２・３位T

決勝T

ピッチ

区分

決勝T


