
2017/11/27

ﾏｯﾁNo, キックオフ 審判員

1 11:00 滋賀県 － 大阪府

2 12:15 京都府 － 大阪府

3 13:30 滋賀県 － 京都府

－

ﾏｯﾁNo, キックオフ 派遣

1 10:30 兵庫県 － 滋賀県

2 12:00 滋賀県 － 兵庫県

ﾏｯﾁNo, キックオフ 副審２名

1 9:30 滋賀県 － 和歌山県 奈良県

2 10:30 京都府 － 奈良県 和歌山県

3 11:30 大阪府 － 兵庫県 滋賀県

4 12:30 滋賀県 － 奈良県 和歌山県

5 13:30 兵庫県 － 和歌山県 大阪府

6 14:30 京都府 － 大阪府 兵庫県

7 15:30 滋賀県 － 兵庫県 京都府

ﾏｯﾁNo, キックオフ 副審２名

5 9:30 京都府 － 奈良県 滋賀県

6 10:30 滋賀県 － 大阪府 京都府

7 11:30 京都府 － 兵庫県 奈良県

8 12:30 奈良県 － 和歌山県 大阪府

9 13:30 兵庫県 － 大阪府 和歌山県

10 14:30 滋賀県 － 奈良県 兵庫県

11 15:30 兵庫県 － 和歌山県 奈良県

ﾏｯﾁNo, キックオフ 副審２名

8 9:30 大阪府 － 奈良県 京都府

9 10:30 京都府 － 和歌山県 滋賀県

10 11:30 滋賀県 － 兵庫県 奈良県

11 12:30 奈良県 － 和歌山県 兵庫県

12 13:30 京都府 － 兵庫県 和歌山県

13 14:30 大阪府 － 和歌山県 京都府

14 15:30 滋賀県 － 京都府 大阪府

主審・副審
大学生にて

対応

１月２１日（日）
＜奈良県＞

奈良県フットボールセンター

対戦カード（スコア）

O-40

１月２８日（日）
＜和歌山県＞

西松江緑地サッカー場

対戦カード（スコア）

O-50

１月２０日（土）
＜兵庫県＞

三木総合防災公園
第２陸上競技場

対戦カード（スコア）

O-70 協会派遣

１月２１日（日）
＜兵庫県＞

西宮浜グラウンド

対戦カード（スコア）

O-50

2017年度 第１3回関西シニアサッカーフェスティバル【O-70・O-60・O-50・O-40】

2017/11/27現在

◆試合スケジュール一覧◆

１２月２日（土）
＜滋賀県＞

びわこ成蹊スポーツ大学

対戦カード（スコア）

O-40

一般社団法人関西サッカー協会　シニア委員会



2017/11/27

ﾏｯﾁNo, キックオフ 派遣

1 10:30 京都府 － 滋賀県

2 11:30 大阪府 － 兵庫県

3 12:30 滋賀県 － 和歌山県

4 13:30 京都府 － 大阪府

カテゴリー マッチNo, キックオフ 副審２名

15 9:30 兵庫県 － 奈良県 滋賀県

16 10:30 滋賀県 － 和歌山県 京都府

17 11:30 京都府 － 奈良県 大阪府

18 12:30 大阪府 － 兵庫県 奈良県

19 13:30 滋賀県 － 奈良県 兵庫県

20 14:30 兵庫県 － 和歌山県 奈良県

21 15:30 京都府 － 大阪府 和歌山県

ﾏｯﾁNo, キックオフ 派遣

5 10:30 京都府 － 奈良県

6 11:30 大阪府 － 滋賀県

7 12:30 兵庫県 － 奈良県

8 13:30 京都府 － 和歌山県

ﾏｯﾁNo, キックオフ 副審２名

12 9:30 大阪府 － 和歌山県 兵庫県

13 10:30 兵庫県 － 奈良県 滋賀県

14 11:30 滋賀県 － 京都府 奈良県

15 12:30 大阪府 － 奈良県 和歌山県

16 13:30 滋賀県 － 和歌山県 大阪府

17 14:30 京都府 － 兵庫県 奈良県

18 15:30 奈良県 － 和歌山県 京都府

ﾏｯﾁNo, キックオフ 派遣

3 10:30 京都府 － 滋賀県

4 12:00 兵庫県 － 京都府

5 13:30 京都府 － 兵庫県

カテゴリー マッチNo, キックオフ 副審２名

O-50 22 9:30 滋賀県 － 大阪府 大阪府

0-40 19 10:30 京都府 － 奈良県 兵庫県

O-50 23 11:30 大阪府 － 奈良県 兵庫県

20 12:30 滋賀県 － 和歌山県 大阪府

21 13:30 京都府 － 大阪府 滋賀県

22 14:30 滋賀県 － 奈良県 和歌山県

23 15:30 大阪府 － 和歌山県 京都府

２月１１日（日）
＜京都府＞

西京極補助競技場

対戦カード（スコア）

O-70 協会派遣

２月１２日（月・祝）
＜奈良県＞

御所市民運動公園

対戦カード（スコア）

0-40

２月４日（日）
＜京都府＞

太陽が丘陸上競技場

対戦カード（スコア）

0-60 協会派遣

２月１１日（日）
＜和歌山県＞
紀三井寺公園
陸上競技場

対戦カード（スコア）

O-40

１月２８日（日）
＜京都府＞

西京極補助競技場

対戦カード（スコア）

0-60 協会派遣

２月４日（日）
＜奈良県＞

御所市民運動公園

対戦カード（スコア）

O-50

一般社団法人関西サッカー協会　シニア委員会



2017/11/27

ﾏｯﾁNo, キックオフ 派遣

9 9:30 和歌山県 － 奈良県

10 10:30 滋賀県 － 兵庫県

11 11:30 大阪府 － 奈良県

12 12:30 和歌山県 － 兵庫県

13 13:30 奈良県 － 滋賀県

14 14:30 京都府 － 兵庫県

15 15:30 和歌山県 － 大阪府

カテゴリー マッチNo, キックオフ 副審２名

24 9:30 大阪府 － 奈良県 滋賀県

25 10:30 滋賀県 － 京都府 兵庫県

26 11:30 兵庫県 － 奈良県 大阪府

27 12:30 滋賀県 － 大阪府 京都府

28 13:30 京都府 － 和歌山県 奈良県

29 14:30 滋賀県 － 兵庫県 和歌山県

30 15:30 兵庫県 － 和歌山県 滋賀県

ﾏｯﾁNo, キックオフ 副審２名

24 9:30 京都府 － 和歌山県 滋賀県

25 10:30 滋賀県 － 大阪府 京都府

26 11:30 京都府 － 兵庫県 奈良県

27 12:30 奈良県 － 和歌山県 兵庫県

28 13:30 滋賀県 － 京都府 和歌山県

29 14:30 大阪府 － 和歌山県 奈良県

30 15:30 兵庫県 － 奈良県 大阪府

２月２５日（日）
＜和歌山県＞
紀三井寺公園
陸上競技場

対戦カード（スコア）

O-50

２月１８日（日）
＜和歌山県＞

上富田スポーツセンター

対戦カード（スコア）

O-60 協会派遣

２月２５日（日）
＜奈良県＞

御所市民運動公園

対戦カード（スコア）

O-40

一般社団法人関西サッカー協会　シニア委員会


