
　　２０１９年度　神戸市少年サッカーリーグ　後期日程および試合結果　　２０１９年度　神戸市少年サッカーリーグ　後期日程および試合結果　　２０１９年度　神戸市少年サッカーリーグ　後期日程および試合結果　　２０１９年度　神戸市少年サッカーリーグ　後期日程および試合結果 2019.08.25 Ver.1.0

2019.09.05 Ver.1.1

2019.09.08 Ver.1.2

  各団代表者 様 2019.09.13 Ver.1.3

 今年も後期リーグ戦へのご協力よろしくお願いいたします。

第一試合の審判に当たった方は、発表日程の通りで書き込みやすさまで考慮して報告カード作成をお願いします。

・雨天中止時の情報は・雨天中止時の情報は・雨天中止時の情報は・雨天中止時の情報は今年度から、神戸市サッカー協会オフィシャルサイト『神戸のサッカー』にのみ今年度から、神戸市サッカー協会オフィシャルサイト『神戸のサッカー』にのみ今年度から、神戸市サッカー協会オフィシャルサイト『神戸のサッカー』にのみ今年度から、神戸市サッカー協会オフィシャルサイト『神戸のサッカー』にのみ掲載、更新します。掲載、更新します。掲載、更新します。掲載、更新します。

 （昨年まで使用の「神戸のサッカー・モバイルサイト」は閉鎖となりました） （昨年まで使用の「神戸のサッカー・モバイルサイト」は閉鎖となりました） （昨年まで使用の「神戸のサッカー・モバイルサイト」は閉鎖となりました） （昨年まで使用の「神戸のサッカー・モバイルサイト」は閉鎖となりました）

　時折中止を知らずに会場まで行ってしまわれる団が出ますが、原則的に直接電話での連絡等はできませんので、　時折中止を知らずに会場まで行ってしまわれる団が出ますが、原則的に直接電話での連絡等はできませんので、　時折中止を知らずに会場まで行ってしまわれる団が出ますが、原則的に直接電話での連絡等はできませんので、　時折中止を知らずに会場まで行ってしまわれる団が出ますが、原則的に直接電話での連絡等はできませんので、

　こちらのアドレスを全団に周知していただき、各自確認していただくようお願いします。　こちらのアドレスを全団に周知していただき、各自確認していただくようお願いします。　こちらのアドレスを全団に周知していただき、各自確認していただくようお願いします。　こちらのアドレスを全団に周知していただき、各自確認していただくようお願いします。

　　　　　⇒　URL：https://www.kobe-fa.gr.jp/　　　　　⇒　URL：https://www.kobe-fa.gr.jp/　　　　　⇒　URL：https://www.kobe-fa.gr.jp/　　　　　⇒　URL：https://www.kobe-fa.gr.jp/
・やむを得ない理由により、一度発表済みの日程でも変更する可能性もありますのでご了承ください。
　→ 一度は『リーグ戦が入らなかった』日でも、リーグデーには交流試合等の予定を入れないで下さい　→ 一度は『リーグ戦が入らなかった』日でも、リーグデーには交流試合等の予定を入れないで下さい　→ 一度は『リーグ戦が入らなかった』日でも、リーグデーには交流試合等の予定を入れないで下さい　→ 一度は『リーグ戦が入らなかった』日でも、リーグデーには交流試合等の予定を入れないで下さい

・第1試合の全チーム及び審判は第1試合の全チーム及び審判は第1試合の全チーム及び審判は第1試合の全チーム及び審判は第１試合キックオフ１時間前第１試合キックオフ１時間前第１試合キックオフ１時間前第１試合キックオフ１時間前に到着し、会場係が中心となりグランド設営をすること

・試合間隔は基本45〜40分（同一チームの公式戦が連続の場合60分）ですので速やかなベンチ交代、審判の準備をお願いします
・神⼾市少年サッカーリーグ戦におけるベンチ⼊り指導者の⼈数は３名３名３名３名です。

・練習試合（TM）は、リーグ戦の予定時間が遅れがちな場合は時間短縮するなど調整にご協力をお願いします。
・各会場の決まりごとがあります(リーグ冊子等参照）。日程に書いてないこともあると思いますが、約束ごとをしっかり守ってください。
 記載のない会場については追加会場に関する資料を各団代表を通じてお送りしますので、注意事項に従ってください。
・その他、少年サッカーリーグプログラムをよく読んでいただき、全団が運営にご協力をお願いします。

審判注意事項審判注意事項審判注意事項審判注意事項

・第1試合の審判はそのコート最終試合までの審判カード第1試合の審判はそのコート最終試合までの審判カード第1試合の審判はそのコート最終試合までの審判カード第1試合の審判はそのコート最終試合までの審判カードを必ず作成し、引き継ぐこと

・警告および退場の判定を下した場合は、所定の『審判報告書』を地区⻑宛に提出すること

・副審は大⼈が行う場合は審判服・ワッペン着用。選手が行う場合少年審判用ビブスを着用すること
・最終試合の審判最終試合の審判最終試合の審判最終試合の審判は下記の通りに後期リーグ担当者に結果を報告結果を報告結果を報告結果を報告すること

 ★最終試合が練習試合（ＴＭ）の場合も報告の担当に該当練習試合（ＴＭ）の場合も報告の担当に該当練習試合（ＴＭ）の場合も報告の担当に該当練習試合（ＴＭ）の場合も報告の担当に該当します（ＴＭのスコアは記録・発表しませんが責任明確化のため）。
★試合結果は試合結果は試合結果は試合結果は必ず当日２０時までに必ず当日２０時までに必ず当日２０時までに必ず当日２０時までにリーグ運営担当者（下記↓↓↓↓）までメールで送付してください。

                Eメールのみの受付です。      kobe4syuleague@yahoo.co.jpEメールのみの受付です。      kobe4syuleague@yahoo.co.jpEメールのみの受付です。      kobe4syuleague@yahoo.co.jpEメールのみの受付です。      kobe4syuleague@yahoo.co.jp

（コピーした際に半角スペースが⼊り途切れてしまうことがあるようなのでご注意を！）

  メール題名に日付・会場メール題名に日付・会場メール題名に日付・会場メール題名に日付・会場。ファイル添付不要で本文内にスコア記載のみで構いません（試合番号・リーグもあればベスト）

グランド担当グランド担当グランド担当グランド担当

  グランド担当は、試合の進行、ラインの引きなおし等、運営がスムーズに進行するようお願いします。
  ※今年も特にチームを指定しませんので、参加チームのすべての協力でよろしくお願いします。

会場係会場係会場係会場係

  最初の会場係はグランド設営の中心となって試合開始の準備を行って下さい。
  最後の会場係は後⽚付け、グランド整備などの中心になり、トイレ清掃、⼾締りへの協力等もお願いします。

0:40

　少年リーグプログラム掲載のリーグ規定、運営注意事項を、各団今一度チームの指導者全てが周知・徹底していただきますようよ　少年リーグプログラム掲載のリーグ規定、運営注意事項を、各団今一度チームの指導者全てが周知・徹底していただきますようよ　少年リーグプログラム掲載のリーグ規定、運営注意事項を、各団今一度チームの指導者全てが周知・徹底していただきますようよ　少年リーグプログラム掲載のリーグ規定、運営注意事項を、各団今一度チームの指導者全てが周知・徹底していただきますようよ
ろしくお願いします。ろしくお願いします。ろしくお願いします。ろしくお願いします。

　学校行事等の連絡ミス、また同時進行中の各大会との兼合い等、諸事情により変更の可能性があります。ご了承下さい。　自団の日程・審判割当
て等に疑問点がありましたら、遠慮なくリーグ担当のアドレスまでお問い合わせください。

　毎年配布している少年リーグプログラムにリーグ規定を掲載しておりますが、その中の『競技規則』に「ユニフォームの着用必須」 「背

・ラインが消えかかっている時は、審判の指示など、気付いたチームで協力し引き足すこと

『会場係』はあくまで責任者であり、第１試合に当たっている全チームが（審判担当含む）第１試合キックオフ１時間前には現地に着き、協力し合っ『会場係』はあくまで責任者であり、第１試合に当たっている全チームが（審判担当含む）第１試合キックオフ１時間前には現地に着き、協力し合っ『会場係』はあくまで責任者であり、第１試合に当たっている全チームが（審判担当含む）第１試合キックオフ１時間前には現地に着き、協力し合っ『会場係』はあくまで責任者であり、第１試合に当たっている全チームが（審判担当含む）第１試合キックオフ１時間前には現地に着き、協力し合っ
てグランドの準備をしていただくようお願いします。後片付けも同様に最終試合の全チームが協力して下さい。てグランドの準備をしていただくようお願いします。後片付けも同様に最終試合の全チームが協力して下さい。てグランドの準備をしていただくようお願いします。後片付けも同様に最終試合の全チームが協力して下さい。てグランドの準備をしていただくようお願いします。後片付けも同様に最終試合の全チームが協力して下さい。
最終試合後はミーティングをしたいのもわかりますが、グランド撤収が優先です。不必要に長く居残らないようにして下さい。最終試合後はミーティングをしたいのもわかりますが、グランド撤収が優先です。不必要に長く居残らないようにして下さい。最終試合後はミーティングをしたいのもわかりますが、グランド撤収が優先です。不必要に長く居残らないようにして下さい。最終試合後はミーティングをしたいのもわかりますが、グランド撤収が優先です。不必要に長く居残らないようにして下さい。

各会場の駐車、観戦のマナーは例年あまり良いとは言えない状態です。各会場の駐車、観戦のマナーは例年あまり良いとは言えない状態です。各会場の駐車、観戦のマナーは例年あまり良いとは言えない状態です。各会場の駐車、観戦のマナーは例年あまり良いとは言えない状態です。
全ての会場で『少年サッカー駐車証』の提示全ての会場で『少年サッカー駐車証』の提示全ての会場で『少年サッカー駐車証』の提示全ての会場で『少年サッカー駐車証』の提示【携帯番号記入は任意です】を徹底していただきますようご父兄へ伝達よろしくお願いします。　フェ【携帯番号記入は任意です】を徹底していただきますようご父兄へ伝達よろしくお願いします。　フェ【携帯番号記入は任意です】を徹底していただきますようご父兄へ伝達よろしくお願いします。　フェ【携帯番号記入は任意です】を徹底していただきますようご父兄へ伝達よろしくお願いします。　フェ
ンス設置等で改善して来ましたが、ンス設置等で改善して来ましたが、ンス設置等で改善して来ましたが、ンス設置等で改善して来ましたが、岩岡グランドに隣接する農地への石の投げ込み等の悪戯岩岡グランドに隣接する農地への石の投げ込み等の悪戯岩岡グランドに隣接する農地への石の投げ込み等の悪戯岩岡グランドに隣接する農地への石の投げ込み等の悪戯（小さなお子さんの監督不十分）に関する注意も引（小さなお子さんの監督不十分）に関する注意も引（小さなお子さんの監督不十分）に関する注意も引（小さなお子さんの監督不十分）に関する注意も引
き続きお願いします。き続きお願いします。き続きお願いします。き続きお願いします。

・リーグ戦の中で組まれるトレーニングマッチ(ＴＭ)については公式戦に準ずる物として審判服着用やベンチ⼊り指導者制限等 ルール
を守って下さい（外目には公式戦、非公式戦の区別がつかないためルールがあやふやになりがちです）。
・試合結果は大変急いで編集しています。間違いに気付かれた方は至急ご指摘下さい。リーグ戦の星取り・順位表は・試合結果は大変急いで編集しています。間違いに気付かれた方は至急ご指摘下さい。リーグ戦の星取り・順位表は・試合結果は大変急いで編集しています。間違いに気付かれた方は至急ご指摘下さい。リーグ戦の星取り・順位表は・試合結果は大変急いで編集しています。間違いに気付かれた方は至急ご指摘下さい。リーグ戦の星取り・順位表は
　「神戸のサッカー」ホームページ内で更新しています。そちらもチェックして下さい。　「神戸のサッカー」ホームページ内で更新しています。そちらもチェックして下さい。　「神戸のサッカー」ホームページ内で更新しています。そちらもチェックして下さい。　「神戸のサッカー」ホームページ内で更新しています。そちらもチェックして下さい。

・運動会、音楽会、参観日、修学旅行等、休日の主な学校行事が延期された場合等に限り、一旦発表したリーグ戦の日程を急遽変更、組み替え・運動会、音楽会、参観日、修学旅行等、休日の主な学校行事が延期された場合等に限り、一旦発表したリーグ戦の日程を急遽変更、組み替え・運動会、音楽会、参観日、修学旅行等、休日の主な学校行事が延期された場合等に限り、一旦発表したリーグ戦の日程を急遽変更、組み替え・運動会、音楽会、参観日、修学旅行等、休日の主な学校行事が延期された場合等に限り、一旦発表したリーグ戦の日程を急遽変更、組み替え
る対応をします（その他判断が微妙な行事は相談していただきその都度判断、学級閉鎖・学年閉鎖等は従来どおり棄権扱い）。常に最新情報のる対応をします（その他判断が微妙な行事は相談していただきその都度判断、学級閉鎖・学年閉鎖等は従来どおり棄権扱い）。常に最新情報のる対応をします（その他判断が微妙な行事は相談していただきその都度判断、学級閉鎖・学年閉鎖等は従来どおり棄権扱い）。常に最新情報のる対応をします（その他判断が微妙な行事は相談していただきその都度判断、学級閉鎖・学年閉鎖等は従来どおり棄権扱い）。常に最新情報の
更新にご注意下さい。更新にご注意下さい。更新にご注意下さい。更新にご注意下さい。



月日 場所 KO時間 no リーグ名 対戦相手 対戦相手 審判 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ担当 会場係
11:45 1 １部六甲１ センアーノB 5 - 0 霞ヶ丘A マリノA 霞ヶ丘A

12:30 19 １部六甲４ センアーノC 0 - 2 マリノA 霞ヶ丘A

13:15 37 １部摩耶３ みさきA 0 - 1 井吹台B センアーノB

14:00 2 １部六甲１ センアーノB 0 - 0 だいちA 井吹台B

14:45 20 １部六甲４ センアーノC 0 - 0 多井畑A みさきA

15:30 38 １部摩耶３ みさきA 0 - 1 蓮池A センアーノC

11:45 6 １部六甲１ だいちA 0 - 2 箕谷A 多井畑A

12:30 24 １部六甲４ 多井畑A 0 - 0 小部A だいちA

13:15 42 １部摩耶３ 蓮池A 0 - 1 有瀬A 箕谷A

14:00 5 １部六甲１ 霞ヶ丘A 0 - 1 箕谷A 蓮池A

14:45 23 １部六甲４ マリノA 0 - 1 小部A 有瀬A

15:30 43 １部摩耶３ 井吹台B 4 - 1 有瀬A 小部A 有瀬A

12 12

月日 場所 KO時間 no リーグ名 対戦相手 対戦相手 審判 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ担当 会場係
13:30 52 １部みなと１ コスモB - つつじが丘A 井吹台A つつじが丘A

14:10 53 １部みなと１ 井吹台A - SNSC A コスモB

14:50 51 １部みなと１ コスモB - 有野B SNSC　A

15:30 55 １部みなと１ 井吹台A - つつじが丘A 有野B

16:10 56 １部みなと１ SNSC A - 有野B つつじが丘A

5 17

月日 場所 KO時間 no リーグ名 対戦相手 対戦相手 審判 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ担当 会場係
9:00 18 １部六甲３ 神の谷A - 八多A ロヴェストA 八多A

9:40 13 １部六甲３ 神⼾FC A - ロヴェストA 神の谷A

10:40 14 １部六甲３ 神⼾FC A - 神の谷A 八多A

11:20 17 １部六甲３ ロヴェストA - 八多A 神戸FC　A

12:30 25 １部摩耶１ 灘A - 千代が丘A 小部キッズB

13:10 30 １部摩耶１ 駒ヶ林A - 小部キッズB 灘A

14:10 26 １部摩耶１ 灘A - 駒ヶ林A 千代が丘A

14:50 29 １部摩耶１ 千代が丘A - 小部キッズB 駒ヶ林A 小部キッズB
8 25

月日 場所 KO時間 no リーグ名 対戦相手 対戦相手 審判 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ担当 会場係
9:30 31 １部摩耶２ 本庄A - ヨーケンA 高倉台A 本庄A

10:10 36 １部摩耶２ 高倉台A - 有野A ヨーケンA

11:10 32 １部摩耶２ 本庄A - 高倉台A 有野A

11:50 35 １部摩耶２ ヨーケンA - 有野A 本庄A

12:30 71 １部みなと４ 高羽A - 玉津A 夢野の丘A

13:10 76 １部みなと４ コリアWEST A - 夢野の丘A 高羽A

14:10 72 １部みなと４ 高羽A - コリアWEST A 玉津A

14:50 75 １部みなと４ 玉津A - 夢野の丘A コリアWEST　A 夢野の丘A
8 33

月日 場所 KO時間 no リーグ名 対戦相手 対戦相手 審判 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ担当 会場係
9:30 43 １部摩耶４ 東灘A - 新多聞A コスモA 北五葉A

10:15 7 １部六甲２ コスモA - 学園A 東灘A

11:00 44 １部摩耶４ 東灘A - ⻄須磨A 若草A

11:45 8 １部六甲２ コスモA - 若草A 西須磨A

13:00 59 １部みなと２ 鶴甲A - ⻄神中央B なぎさA

13:45 65 １部みなと３ なぎさA - 東舞子A 鶴甲A

14:30 60 １部みなと２ 鶴甲A - 神⼾SS A 板宿A

15:15 66 １部みなと３ なぎさA - 板宿A 神戸SS　A 当番４種委員

9:30 48 １部摩耶４ ⻄須磨A - 北五葉A 鹿の子台A 一北

10:15 12 １部六甲２ 若草A - 鹿の子台A 北五葉A

11:00 47 １部摩耶４ 新多聞A - 北五葉A 学園A

11:45 11 １部六甲２ 学園A - 鹿の子台A 新多聞A

13:00 64 １部みなと２ 神⼾SS A - 木津A 岩岡A

13:45 70 １部みなと３ 板宿A - 岩岡A 木津A

14:30 63 １部みなと２ ⻄神中央B - 木津A 東舞子A

15:15 69 １部みなと３ 東舞子A - 岩岡A 西神中央B 板宿A

16 49

得点

9/14
(土)

KFP岩岡 B-1
13:00-17:00

参加の
チーム
すべて

得点

得点

参加の
チーム
すべて

得点

9/15
(日)

六甲運動公園
（本庄FC)
9:00-17:00

参加の
チーム
すべて

9/15
(日)

参加の
チーム
すべて

9/7
（土）

垂水健康公園  A
（霞ヶ丘SC)
11:00-17:00

参加の
チーム
すべて

垂水健康公園  B
（霞ヶ丘SC)
11:00-17:00

参加の
チーム
すべて

八多ダンロップ
（八多SC)
9:00-16:00

得点

9/15
（日）

総合運動公園 A
9:00-17:00

参加の
チーム
すべて

総合運動公園 B
9:00-17:00

●提供グランドの都合により会場を変更することとなりましたので、該当チームはご注意下さい



月日 場所 KO時間 no リーグ名 対戦相手 対戦相手 審判 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ担当 会場係
9:30 132 ２部みなと２ 成徳A - 八多B 本庄B 成徳A

10:30 133 ２部みなと２ 成徳A - 本庄B 八多Ｂ

11:30 136 ２部みなと２ 八多Ｂ - 本庄B 成徳A

13:00 125 ２部みなと１ PERUGIA A - 岩岡B コスモF

14:00 127 ２部みなと１ PERUGIA A - コスモF 岩岡B

15:00 129 ２部みなと１ 岩岡B - コスモF PERUGIA　A コスモF
7 56

月日 場所 KO時間 no リーグ名 対戦相手 対戦相手 審判 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ担当 会場係
9:30 146 ３部六甲１ センアーノＧ - マリノＥ 有野Ｄ マリノＥ

10:10 151 ３部六甲１ 若草Ｃ - 有野Ｄ センアーノＧ

11:10 147 ３部六甲１ センアーノＧ - 若草Ｃ マリノＥ

11:50 150 ３部六甲１ マリノＥ - 有野Ｄ 若草Ｃ

9:30 170 ３部摩耶２ コスモＧ - 井吹台Ｇ 駒ヶ林Ｂ

10:30 171 ３部摩耶２ コスモＧ - 駒ヶ林Ｂ 井吹台Ｇ

11:30 173 ３部摩耶２ 井吹台Ｇ - 駒ヶ林Ｂ コスモＧ

7 63

月日 場所 KO時間 no リーグ名 対戦相手 対戦相手 審判 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ担当 会場係
9:00 158 ３部六甲３ コスモH - 塩屋B 霞ヶ丘B 北五葉C

9:45 164 ３部六甲４ みさきC - 霞ヶ丘B コスモH

10:30 159 ３部六甲３ コスモH - 多井畑C みさきC

11:15 165 ３部六甲４ みさきC - SNSC C 多井畑C

12:00 80 ２部六甲１ 神⼾FC B - 多井畑B フレスカB

12:45 95 ２部六甲４ 神⼾FC C - ヴィッセルB 多井畑B

13:30 119 ２部摩耶４ なぎさＢ - マリノC 神戸FC　B

14:15 79 ２部六甲１ 神⼾FC B - 新多聞B マリノC

15:00 96 ２部六甲４ 神⼾FC C - 若草B 西須磨B

15:45 120 ２部摩耶４ なぎさＢ - ⻄須磨B 若草B

9:00 163 ３部六甲３ 多井畑C - 北五葉C SNSC　C

9:45 169 ３部六甲４ SNSC C - フレスカC 北五葉C

10:30 162 ３部六甲３ 塩屋B - 北五葉C フレスカC

11:15 168 ３部六甲４ 霞ヶ丘B - フレスカC 塩屋B

12:00 82 ２部六甲１ 新多聞B - 北五葉B 神戸FC　C

12:45 100 ２部六甲４ 若草B - フレスカB 有野C

13:30 124 ２部摩耶４ ⻄須磨B - 有野C 新多聞B

14:15 83 ２部六甲１ 多井畑B - 北五葉B なぎさＢ

15:00 99 ２部六甲４ ヴィッセルB - フレスカB 北五葉B

15:45 123 ２部摩耶４ マリノC - 有野C ヴィッセルB 有野C

9:00 194 ３部みなと１ 鶴甲C - ⻄神中央E センアーノH 西神中央E

9:45 152 ３部六甲２ センアーノH - 新多聞E 鶴甲C

10:30 196 ３部みなと１ 鶴甲C - SNSC D 西神中央E

11:15 153 ３部六甲２ センアーノH - だいちC SNSC　D

12:00 198 ３部みなと１ ⻄神中央E - SNSC D だいちC

9:00 206 ３部みなと３ 成徳B - ⻄神中央D 小部キッズD

9:45 157 ３部六甲２ だいちC - 小部キッズD 成徳B

10:30 208 ３部みなと３ 成徳B - 高倉台C 西神中央D

11:15 156 ３部六甲２ 新多聞E - 小部キッズD 高倉台C

12:00 210 ３部みなと３ ⻄神中央D - 高倉台C 新多聞E

30 93

月日 場所 KO時間 no リーグ名 対戦相手 対戦相手 審判 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ担当 会場係
12:00 4 １部六甲１ 霞ヶ丘Ａ - だいちＡ マリノＡ 霞ヶ丘Ａ

12:45 22 １部六甲４ マリノＡ - 多井畑Ａ みさきＡ

13:30 39 １部摩耶３ みさきＡ - 有瀬Ａ 霞ヶ丘Ａ

14:15 ＴＭ 霞ヶ丘Ａ - 神の谷Ａ 有瀬Ａ

15:00 ＴＭ マリノＡ 駒ヶ林Ａ 神の谷Ａ

15:45 ＴＭ みさきＡ 神⼾ＳＳ Ａ 駒ヶ林Ａ

12:00 16 １部六甲３ ロヴェストＡ - 神の谷Ａ 千代が丘Ａ

12:45 28 １部摩耶１ 千代が丘Ａ - 駒ヶ林Ａ 西神中央Ｂ

13:30 62 １部みなと２ ⻄神中央Ｂ - 神⼾ＳＳ Ａ ロヴェストＡ

14:15 ＴＭ ロヴェストＡ - だいちＡ 神戸ＳＳ　Ａ

15:00 ＴＭ 千代が丘Ａ - 多井畑Ａ だいちＡ

15:45 ＴＭ ⻄神中央Ｂ - 有瀬Ａ 多井畑Ａ 有瀬Ａ

6 99

得点

9/16
(祝)

八多ダンロップ
（八多SC)
9:00-16:00

参加の
チーム
すべて

得点

9/22
（日）

垂水健康公園  A
（霞ヶ丘SC)
11:00-17:00

参加の
チーム
すべて

垂水健康公園  B
（霞ヶ丘SC)
11:00-17:00

参加の
チーム
すべて

9/16
（祝）

垂水健康公園  A
（マリノFC)
9:00-13:00

参加の
チーム
すべて

フレスカ⼈工芝 第2A
（フレスカ神⼾)

9:00-13:00

参加の
チーム
すべて

フレスカ⼈工芝 第2B
（フレスカ神⼾)

9:00-13:00

参加の
チーム
すべて

9/16
（祝）

得点

フレスカ⼈工芝 第1A
（フレスカ神⼾)

9:00-17:00

参加の
チーム
すべて

フレスカ⼈工芝 第1B
（フレスカ神⼾)

9:00-17:00

参加の
チーム
すべて

垂水健康公園  B
（マリノFC)

参加の
チーム

得点



月日 場所 KO時間 no リーグ名 対戦相手 対戦相手 審判 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ担当 会場係
9:00 195 ３部みなと１ 鶴甲Ｃ - ⻄神中央Ｅ みさきＣ フレスカＣ
9:40 166 ３部六甲４ みさきＣ - フレスカＣ 鶴甲Ｃ

10:20 197 ３部みなと１ 鶴甲Ｃ - ＳＮＳＣ Ｄ フレスカＣ

11:00 ＴＭ みさきＣ - 霞ヶ丘Ｂ ＳＮＳＣ　Ｄ

11:40 199 ３部みなと１ ⻄神中央Ｅ - ＳＮＳＣ Ｄ 霞ヶ丘Ｂ

-
9:00 200 ３部みなと２ なぎさＣ - 学園Ｅ 霞ヶ丘Ｂ なぎさＣ
9:40 167 ３部六甲４ 霞ヶ丘Ｂ - ＳＮＳＣ Ｃ なぎさＣ

10:20 202 ３部みなと２ なぎさＣ - 夢野の丘Ｂ 学園Ｅ

11:00 ＴＭ フレスカＣ - ＳＮＳＣ Ｃ 夢野の丘Ｂ

11:40 204 ３部みなと２ 学園Ｅ - 夢野の丘Ｂ ＳＮＳＣ　Ｃ

12:20 49 １部みなと１ コスモＢ - 井吹台Ａ つつじが丘Ａ

13:00 57 １部みなと１ ＳＮＳＣ Ａ - つつじが丘Ａ 有野Ｂ

13:40 54 １部みなと１ 井吹台Ａ - 有野Ｂ コスモＢ

14:20 50 １部みなと１ コスモＢ - ＳＮＳＣ Ａ 井吹台Ａ

15:00 58 １部みなと１ 有野Ｂ - つつじが丘Ａ ＳＮＳＣ　Ａ 有野Ｂ
9:00 3 １部六甲１ センアーノＢ - 箕谷Ａ 八多Ａ 箕谷Ａ

9:40 15 １部六甲３ 神⼾ＦＣ Ａ - 八多Ａ 箕谷Ａ

10:20 33 １部摩耶２ 本庄Ａ - 有野Ａ センアーノＢ

11:00 ＴＭ センアーノＢ - 鹿の子台Ａ 有野Ａ

11:40 ＴＭ 神⼾ＦＣ Ａ - 小部キッズＡ 本庄Ａ

12:20 ＴＭ 本庄Ａ - 北五葉Ａ 神戸ＦＣ　Ａ

13:00 148 ３部六甲１ センアーノＧ - 有野Ｄ 小部キッズＤ

13:40 154 ３部六甲２ センアーノＨ - 小部キッズＤ 有野Ｄ

14:20 182 ３部摩耶３ 高羽Ｃ - 井吹台Ｆ センアーノＧ

15:00 ＴＭ センアーノＧ - だいちＣ 井吹台Ｆ

15:40 ＴＭ センアーノＨ - 若草Ｃ 高羽Ｃ

16:20 183 ３部摩耶３ 高羽Ｃ - ⻄須磨Ｃ センアーノＨ ⻄須磨Ｃ
9:00 9 １部六甲２ コスモＡ - 鹿の子台Ａ 小部キッズＡ 鹿の子台Ａ

9:40 21 １部六甲４ センアーノＣ - 小部キッズＡ 東灘Ａ

10:20 45 １部摩耶４ 東灘Ａ - 北五葉Ａ 鹿の子台Ａ

11:00 ＴＭ コスモＡ - 箕谷Ａ 北五葉Ａ

11:40 ＴＭ センアーノＣ - 八多Ａ コスモＡ

12:20 ＴＭ 東灘Ａ - 有野Ａ センアーノＣ

13:00 149 ３部六甲１ マリノＥ - 若草Ｃ だいちＣ

13:40 155 ３部六甲２ 新多聞Ｅ - だいちＣ 若草Ｃ

14:20 187 ３部摩耶３ ⻄須磨Ｃ - 東舞子Ｃ マリノＥ

15:00 ＴＭ マリノＥ - 小部キッズＤ 東舞子Ｃ

15:40 ＴＭ 新多聞Ｅ - 有野Ｄ 西須磨Ｃ

16:20 186 ３部摩耶３ 井吹台Ｆ - 東舞子Ｃ 新多聞Ｅ 東舞子Ｃ

27 126

月日 場所 KO時間 no リーグ名 対戦相手 対戦相手 審判 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ担当 会場係
9:30 212 ３部みなと４ 本庄Ｃ - つつじが丘Ｂ 成徳Ｂ 本庄Ｃ

10:10 207 ３部みなと３ 成徳Ｂ - ⻄神中央D 本庄Ｃ

10:50 214 ３部みなと４ 本庄Ｃ - 板宿Ｂ 西神中央D

11:30 209 ３部みなと３ 成徳Ｂ - 高倉台Ｃ つつｙじが丘Ｂ

12:10 216 ３部みなと４ つつじが丘Ｂ - 板宿Ｂ 高倉台Ｃ

12:50 211 ３部みなと３ ⻄神中央D - 高倉台Ｃ 板宿Ｂ

13:30 176 ３部摩耶２ 神⼾ＦＣ Ｄ - ロヴェストＤ ウィングスＣ

14:10 181 ３部摩耶２ コスモＩ - ウィングスＣ コスモＩ

15:10 177 ３部摩耶2 神⼾ＦＣ Ｄ - コスモＩ ロヴェストＤ

15:50 180 ３部摩耶２ ロヴェストＤ - ウィングスＣ 神戸ＦＣ　Ｄ ウィングスＣ
10 136

月日 場所 KO時間 no リーグ名 対戦相手 対戦相手 審判 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ担当 会場係
13:45 74 １部みなと４ 玉津Ａ - コリアＷＥＳＴ Ａ 学園Ａ 玉津Ａ

14:30 10 １部六甲２ 学園Ａ - 若草Ａ 玉津Ａ

15:15 ＴＭ 玉津Ａ - ⻄須磨Ａ 蓮池Ａ

16:00 ＴＭ 学園Ａ - 蓮池Ａ 西須磨Ａ

13:45 46 １部摩耶４ 新多聞Ａ - ⻄須磨Ａ 井吹台Ｂ

14:30 40 １部摩耶３ 井吹台Ｂ - 蓮池Ａ 新多聞Ａ

15:15 ＴＭ 新多聞Ａ - コリアＷＥＳＴ Ａ 若草Ａ

16:00 ＴＭ 井吹台Ｂ - 若草Ａ コリアＷＥＳＴ　Ａ

4 140

9/23
（祝）

垂水健康公園  A
（霞ヶ丘SC)
13:00-17:00

参加の
チーム
すべて

垂水健康公園  B
（霞ヶ丘SC)
13:00-17:00

参加の
チーム
すべて

9/23
(祝)

六甲運動公園
（本庄FC)
9:00-17:00

参加の
チーム
すべて

得点

9/23
（祝）

フレスカ⼈工芝 第１A
（フレスカ神⼾)

9:00-17:00

参加の
チーム
すべて

得点

得点

フレスカ⼈工芝 第１B
（フレスカ神⼾)

9:00-17:00

参加の
チーム
すべて

フレスカ⼈工芝 第２A
（フレスカ神⼾)

9:00-17:00

参加の
チーム
すべて

フレスカ⼈工芝 第２B
（フレスカ神⼾)

9:00-17:00

参加の
チーム
すべて

●9/23垂水健康公園が前回の発表から漏れていました。遅くなりましたが本日追加いたしましたのでよろしく
 お願いいたします。

●みなとリーグでは、３チームブロックで同じ対戦を２巡繰り返す場合もあります。ホームページのリーグ対戦表で
 ご確認下さい。


