
第27回日本クラブユースサッカー選手権（U-18) 大会関西地区予選大会日程

2003/4/15作成

月日 K.off 試合Ｎｏ 組 対 戦 主審 副審 副審 会場 当番 記録

4/26 15:30 ① D 芦屋 ﾌｼﾞﾀ 派遣 泉北 ﾗﾗﾝｼﾞｬ 舞州C ﾌｼﾞﾀ 泉北

4/26 17:00 ② D 泉北 ﾗﾗﾝｼﾞｬ 派遣 芦屋 ﾌｼﾞﾀ 舞州C ﾗﾗﾝｼﾞｬ 芦屋

4/29 9:00 ③ C 佐野 ﾌｴﾙｻ 派遣 枚方 明倫 ｶﾂﾗｷﾞ 佐野 明倫

4/29 10:30 ④ B 枚方 明倫 派遣 ﾌｴﾙｻ 佐野 ｶﾂﾗｷﾞ ﾌｴﾙｻ ﾌﾚｽｶ

4/29 12:00 ⑤ B ﾌﾚｽｶ 姫路 派遣 BAMB 樟葉 ｶﾂﾗｷﾞ 枚方 交野

4/29 13:30 ⑥ C 交野 狭山 派遣 ﾌﾚｽｶ 姫路 ｶﾂﾗｷﾞ BAMB 姫路

4/29 15:00 ⑦ D BAMB 樟葉 派遣 交野 狭山 ｶﾂﾗｷﾞ 樟葉 狭山

5/3 14:30 ⑧ C 芦屋 BAMB 派遣 佐野 狭山 浜公園 狭山 佐野

5/3 16:00 ⑨ D 佐野 狭山 派遣 泉北 ｺﾗｯｼﾞｵ 浜公園 ｺﾗｯｼﾞｵ 泉北

5/3 17:30 ⑩ E 泉北 ｺﾗｯｼﾞｵ 派遣 芦屋 BAMB 浜公園 BAMB 芦屋

5/3 10:00 ⑪ C 交野 ﾌｴﾙｻ 派遣 ﾌｼﾞﾀ 樟葉 いきいき 交野 ﾌｼﾞﾀ

5/3 11:30 ⑫ D ﾌｼﾞﾀ 樟葉 派遣 交野 ﾌｴﾙｻ いきいき ﾌｴﾙｻ 樟葉

5/3 13:00 ⑬ B 枚方 ﾌﾚｽｶ 派遣 明倫 姫路 いきいき 姫路 明倫

5/3 15:00 ⑭ B 明倫 姫路 派遣 枚方 ﾌﾚｽｶ いきいき 枚方 ﾌﾚｽｶ

5/4 14:30 ⑮ E ﾗﾗﾝｼﾞｬ ｺﾗｯｼﾞｵ 派遣 芦屋 樟葉 浜公園 ﾗﾗﾝｼﾞｬ 芦屋

5/4 16:00 ⑯ D 芦屋 樟葉 派遣 ﾗﾗﾝｼﾞｬ ｺﾗｯｼﾞｵ 浜公園 樟葉 ｺﾗｯｼﾞｵ

5/5 9:00 ⑰ C 佐野 交野 派遣 枚方 姫路 浜公園 佐野 枚方

5/5 10:30 ⑱ B 枚方 姫路 派遣 佐野 交野 浜公園 姫路 交野

5/5 12:00 ⑲ D ﾌｼﾞﾀ BAMB 派遣 ﾌｴﾙｻ 狭山 浜公園 BAMB 狭山

5/5 13:30 ⑳ B ﾌﾚｽｶ 明倫 派遣 ﾌｼﾞﾀ BAMB 浜公園 ﾌｴﾙｻ ﾌｼﾞﾀ

5/5 15:00 21 C ﾌｴﾙｻ 狭山 派遣 ﾌﾚｽｶ 明倫 浜公園 明倫 ﾌﾚｽｶ

5/11 14:00 22 ト 芦屋 ﾗﾗﾝｼﾞｬ 派遣 派遣 派遣 八日市 ｻﾝｶﾞ ｾﾚｯｿ

5/11 12:00 23 ト 交野 ﾌﾚｽｶ 派遣 派遣 派遣 万博 ｶﾞﾝﾊﾞ ｳﾞｨｯｾﾙ

5/18 12:00 24 ト 枚方 佐野 派遣 派遣 派遣 万博 ｶﾞﾝﾊﾞ ｾﾚｯｿ

5/18 14:00 25 ト ﾌｼﾞﾀ 泉北 派遣 派遣 派遣 八日市 ｻﾝｶﾞ ｳﾞｨｯｾﾙ

6/7 16:00 26 準々 枚方 ﾗﾗﾝｼﾞｬ 派遣 派遣 派遣 交野 枚方 ﾌｼﾞﾀ

6/7 18:00 ２７ 準々 ﾌｼﾞﾀ 交野 派遣 派遣 派遣 交野 交野 ﾗﾗﾝｼﾞｬ

6/15 15:00 ２８ 決勝 ﾗﾗﾝｼﾞｬ 交野 派遣 派遣 派遣 万博 連盟 連盟



6/15 17:00 ２９ ３決 枚方 ﾌｼﾞﾀ 派遣 派遣 派遣 万博 連盟 連盟


