
2015/3/28

〈１次ラウンド〉

４月４日（土） ４月５日（日） ４月１１日（土）
第１節 第１節及び第２節 第２節及び第３節

場所 アスパ五色　サブ 会場責任者 五色 場所 アスパ五色　クレー（北） 会場責任者 AM　ソルブリ　PM　猪名川 場所 アスパ五色　メイン 会場責任者 FALCO

時間 主審 副審 第４審 時間 主審 副審 第４審 時間 主審 副審 第４審

10:00 e 五色 － ｲﾙｿｰﾚ 明倫 ﾚｱﾙｺﾘｰﾀﾞ 明倫 9:30 e 神戸SS － FALCO ソルブリ 淡路 ソルブリ 10:00 e 五色 － FALCO VIVO 猪名川 VIVO

11:30 c ｾﾝｱｰﾉ － 高砂 五色 ｲﾙｿｰﾚ 五色 11:00 a ソルブリ － 淡路 神戸SS FALCO 神戸SS 11:30 a 川西 － ソルブリ FALCO 五色 FALCO

12:30 b ﾚｱﾙｺﾘｰﾀﾞ － ﾌｧｲｻﾞｫﾝ 猪名川 ﾊﾟｽｨｰﾉ 猪名川

13:00 b 明倫 － ﾚｱﾙｺﾘｰﾀﾞ ｾﾝｱｰﾉ 高砂 ｾﾝｱｰﾉ 14:00 g 西神 － A三田 ﾚｱﾙｺﾘｰﾀﾞ ﾌｧｲｻﾞｫﾝ ﾚｱﾙｺﾘｰﾀﾞ 13:00 h 猪名川 － VIVO 川西 ソルブリ 川西

15:30 h 猪名川 － ﾊﾟｽｨｰﾉ A三田 西神 A三田

場所 アスパ五色　クレー（北） 会場責任者 ルゼル 場所 アスパ五色　クレー（南） 会場責任者 AM　ﾐｭｰﾄｽ　PM　VIVO 場所 アスパ五色　サブ 会場責任者 長洲

時間 主審 副審 第４審 時間 主審 副審 第４審 時間 主審 副審 第４審

10:00 g ルゼル － 新宮 ﾐｭｰﾄｽ 神戸SS ﾐｭｰﾄｽ 9:30 e ﾐｭｰﾄｽ － 五色 ｸﾘｳﾞｫｰﾈ B神戸 ｸﾘｳﾞｫｰﾈ 10:00 a サルパ － 長洲 A三田 立花 A三田

11:30 e ﾐｭｰﾄｽ － 神戸SS ルゼル 新宮 ルゼル 11:00 d ｸﾘｳﾞｫｰﾈ － B神戸 五色 ﾐｭｰﾄｽ 五色 11:30 h エベイユ － COSMOS 長洲 サルパ 長洲

12:30 b CALDIO － リゲル VIVO エベイユ VIVO

13:00 b 西宮 － CALDIO 川西 尼崎 川西 14:00 c みなと － ATS CALDIO リゲル CALDIO 13:00 g 立花 － A三田 エベイユ COSMOS エベイユ

14:30 a 川西 － 尼崎 西宮 CALDIO 西宮 15:30 h エベイユ － VIVO みなと ATS みなと

場所 アスパ五色　クレー（南） 会場責任者 西神 場所 佐野運動公園第３サッカー場 会場責任者 AM　ﾛｳﾞｪｽﾄ　PM　高砂 場所 アスパ五色　クレー（南） 会場責任者 リゲル

時間 主審 副審 第４審 時間 主審 副審 第４審 時間 主審 副審 第４審

10:00 g 西神 － 立花 龍野 B神戸 龍野 9:30 d ﾛｳﾞｪｽﾄ － 龍野 尼崎 長洲 尼崎 10:00 b 明倫 － リゲル ﾙﾀﾄﾞｰﾙ みなと ﾙﾀﾄﾞｰﾙ

11:30 d 龍野 － B神戸 立花 西神 立花 11:00 a 尼崎 － 長洲 ﾛｳﾞｪｽﾄ 龍野 ﾛｳﾞｪｽﾄ 11:30 c みなと － ﾙﾀﾄﾞｰﾙ リゲル 明倫 リゲル

12:30 c 高砂 － ﾙﾀﾄﾞｰﾙ 立花 ルゼル 立花

13:00 c ATS － ﾙﾀﾄﾞｰﾙ 長洲 淡路 長洲 14:00 f 赤穂 － Mセリオ 高砂 ﾙﾀﾄﾞｰﾙ 高砂 13:00 d ﾛｳﾞｪｽﾄ － B神戸 三宮 神戸SS 三宮

14:30 a 長洲 － 淡路 ATS ﾙﾀﾄﾞｰﾙ ATS 15:30 g 立花 － ルゼル 赤穂 Mセリオ 赤穂 14:30 e 神戸SS － 三宮 B神戸 ﾛｳﾞｪｽﾄ B神戸

場所 佐野運動公園第３サッカー場 会場責任者 ﾊﾟｽｨｰﾉ 場所 アスコザパークTANBA 会場責任者 サルパ 場所 みきぼうパーク第３球技場 会場責任者 尼崎

時間 主審 副審 第４審 時間 主審 副審 第４審 時間 主審 副審 第４審

12:00 h ﾊﾟｽｨｰﾉ － COSMOS リゲル ﾌｧｲｻﾞｫﾝ リゲル 12:00 a 川西 － サルパ 但馬 志染 但馬 10:00 a 尼崎 － 淡路 ATS ｾﾝｱｰﾉ ATS

13:30 d 芦屋 － ｸﾘｳﾞｫｰﾈ ﾊﾟｽｨｰﾉ COSMOS ﾊﾟｽｨｰﾉ 14:00 b 西宮 － 明倫 サルパ 川西 サルパ 11:30 c ｾﾝｱｰﾉ － ATS 淡路 尼崎 淡路

15:00 b リゲル － ﾌｧｲｻﾞｫﾝ 芦屋 ｸﾘｳﾞｫｰﾈ 芦屋 16:00 f 志染 － 但馬 明倫 西宮 明倫 13:00 g 西神 － 新宮 志染 インテル 志染

14:30 f 志染 － インテル 西神 新宮 西神

場所 みきぼうパーク第１球技場 会場責任者 Mセリオ 場所 ドリームステップグランド 会場責任者 ｾﾝｱｰﾉ 場所 龍野祗園公園 会場責任者 龍野

時間 主審 副審 第４審 時間 主審 副審 第４審 時間 主審 副審 第４審

10:00 f Mセリオ － インテル SUMA みなと SUMA 10:00 c SUMA － ｾﾝｱｰﾉ ｲﾙｿｰﾚ 三宮 ｲﾙｿｰﾚ 10:00 d 芦屋 － 龍野 ﾐｭｰﾄｽ ｲﾙｿｰﾚ ﾐｭｰﾄｽ

11:30 d アグア － ﾛｳﾞｪｽﾄ Mセリオ インテル Mセリオ 11:30 d アグア － 芦屋 ｾﾝｱｰﾉ SUMA ｾﾝｱｰﾉ 11:30 b 西宮 － ﾚｱﾙｺﾘｰﾀﾞ 龍野 芦屋 龍野

13:00 c SUMA － みなと アグア ﾛｳﾞｪｽﾄ アグア 13:00 e ｲﾙｿｰﾚ － 三宮 芦屋 アグア 芦屋 13:00 e ﾐｭｰﾄｽ － ｲﾙｿｰﾚ 西宮 ﾚｱﾙｺﾘｰﾀﾞ 西宮

場所 赤穂城南陸上競技場 会場責任者 赤穂 場所 赤穂城南陸上競技場 会場責任者 但馬

時間 主審 副審 第４審 時間 主審 副審 第４審

10:00 f 志染 － 赤穂 猪名川 エベイユ 猪名川 10:00 f 赤穂 － 但馬 ﾌｧｲｻﾞｫﾝ CALDIO ﾌｧｲｻﾞｫﾝ

11:30 h エベイユ － 猪名川 赤穂 志染 赤穂 11:30 b CALDIO － ﾌｧｲｻﾞｫﾝ 但馬 赤穂 但馬

13:00 e FALCO － 三宮 サルパ ソルブリ サルパ 13:00 c SUMA － 高砂 アグア ｸﾘｳﾞｫｰﾈ アグア

14:30 a サルパ － ソルブリ FALCO 三宮 ＦＡＬＣＯ 14:30 d アグア － ｸﾘｳﾞｫｰﾈ SUMA 高砂 SUMA

※　キックオフ時間は会場により違う場合がございます。ご確認頂きご注意下さい。

※　会場責任者に当たっているチームは「大会運営について」というプリントをご確認して頂き

　　 円滑に試合が進むようにご協力お願いします。

☆  会場責任者のチームがグラウンド設営等の担当になりますが第1試合の2チームはできるだけ早く到着して

      グランド設営の手伝いをして下さい。また、グラウンドの撤収作業やゴミ拾いなどは最終ゲームを行うチームが手伝って下さい。

☆  会場責任者がAMとPMに分かれている日がありますが、AMの会場責任者が試合結果報告書を準備し、

　   PMの会場責任者が試合結果報告書のFAXを事務局まで行って下さい。

　　 また、AMとPMの会場責任者同士での試合結果報告書の受け渡しをしっかりと行って下さい。

　　 試合結果報告書の受け渡しを終えるまでは絶対に帰らないようにして下さい。　 

※  第4審の役割）　①試合運営協力　②選手交代時チェック　③担当試合の試合結果報告書記入　④試合結果web入力

※  原則、同グループの試合を同グループチームが審判する事はありません。

※　各試合結果は第４審の責任のもと、速やかに、正確に「大会結果集計システム」に結果を入力して下さい。

★  会場責任者は全試合終了後、試合結果報告書を下記までFAXして下さい。

　　 小川（神戸FC）　FAX　０７８－２７１－１２１３

第３０回日本クラブユースサッカー（Ｕ‐１５）選手権大会兵庫県予選日程表
～　１次ラウンド　～



2015/3/28

〈１次ラウンド〉

４月１２日（日） ４月１８日（土）
第３節及び第４節 第４節及び第５節

場所 アスパ五色　メイン 会場責任者 神戸SS 場所 アスパ五色　メイン 会場責任者 三宮

時間 主審 副審 第４審 時間 主審 副審 第４審

10:00 e 神戸SS － 五色 西神 ルゼル 西神 10:00 e 五色 － 三宮 SUMA ATS SUMA

11:30 d ｸﾘｳﾞｫｰﾈ － 龍野 神戸SS 五色 神戸SS 11:30 b 西宮 － リゲル 五色 三宮 五色

13:00 g 西神 － ルゼル ｸﾘｳﾞｫｰﾈ 龍野 ｸﾘｳﾞｫｰﾈ 13:00 c SUMA － ATS 西宮 リゲル 西宮

場所 アスパ五色　サブ 会場責任者 エベイユ 場所 アスパ五色　クレー（南） 会場責任者 淡路

時間 主審 副審 第４審 時間 主審 副審 第４審

10:00 h エベイユ － ﾊﾟｽｨｰﾉ 三宮 ﾐｭｰﾄｽ 三宮 10:00 a サルパ － 淡路 みなと 高砂 みなと

11:30 d アグア － B神戸 エベイユ ﾊﾟｽｨｰﾉ エベイユ 11:30 c みなと － 高砂 サルパ 淡路 サルパ

13:00 e ﾐｭｰﾄｽ － 三宮 B神戸 アグア B神戸 13:00 d ﾛｳﾞｪｽﾄ － ｸﾘｳﾞｫｰﾈ Mセリオ 但馬 Mセリオ

14:30 f Mセリオ － 但馬 ﾛｳﾞｪｽﾄ ｸﾘｳﾞｫｰﾈ ﾛｳﾞｪｽﾄ

場所 アスパ五色　クレー（北） 会場責任者 AM　COSMOS　PM　芦屋 場所 三木防災第２陸上競技場 会場責任者 CALDIO

時間 主審 副審 第４審 時間 主審 副審 第４審

9:30 h COSMOS － VIVO ソルブリ 長洲 ソルブリ 10:00 b CALDIO － ﾚｱﾙｺﾘｰﾀﾞ 神戸SS ｲﾙｿｰﾚ 神戸SS

11:00 a ソルブリ － 長洲 COSMOS VIVO COSMOS 11:30 d 芦屋 － B神戸 CALDIO ﾚｱﾙｺﾘｰﾀﾞ CALDIO

12:30 b 西宮 － ﾌｧｲｻﾞｫﾝ ﾛｳﾞｪｽﾄ 芦屋 ﾛｳﾞｪｽﾄ

14:00 c 高砂 － ATS ﾌｧｲｻﾞｫﾝ 西宮 ﾌｧｲｻﾞｫﾝ 13:00 e 神戸SS － ｲﾙｿｰﾚ 芦屋 B神戸 芦屋

15:30 d ﾛｳﾞｪｽﾄ － 芦屋 高砂 ATS 高砂

場所 アスパ五色　クレー（南） 会場責任者 AM　川西　PM　ｲﾙｿｰﾚ 場所 サンブロススポーツフィールド 会場責任者 立花

時間 主審 副審 第４審 時間 主審 副審 第４審

9:30 f インテル － 但馬 淡路 川西 淡路 10:00 g 立花 － 新宮 ﾐｭｰﾄｽ FALCO ﾐｭｰﾄｽ

11:00 a 川西 － 淡路 インテル 但馬 インテル 11:30 c ｾﾝｱｰﾉ － ﾙﾀﾄﾞｰﾙ 新宮 立花 新宮

12:30 b CALDIO － 明倫 ｲﾙｿｰﾚ FALCO ｲﾙｿｰﾚ

14:00 c みなと － ｾﾝｱｰﾉ CALDIO 明倫 CALDIO 13:00 e ﾐｭｰﾄｽ － FALCO ｾﾝｱｰﾉ ﾙﾀﾄﾞｰﾙ ｾﾝｱｰﾉ

15:30 e ｲﾙｿｰﾚ － FALCO みなと ｾﾝｱｰﾉ みなと

場所 サンブロススポーツフィールド 会場責任者 AM　新宮　PM　志染 場所 龍野祗園公園 会場責任者 アグア

時間 主審 副審 第４審 時間 主審 副審 第４審

9:30 g 新宮 － A三田 尼崎 サルパ 尼崎 10:00 d アグア － 龍野 川西 長洲 川西

11:00 a 尼崎 － サルパ 新宮 A三田 新宮 11:30 a 川西 － 長洲 アグア 龍野 アグア

12:30 b ﾚｱﾙｺﾘｰﾀﾞ － リゲル 志染 Mセリオ 志染

14:00 c SUMA － ﾙﾀﾄﾞｰﾙ ﾚｱﾙｺﾘｰﾀﾞ リゲル ﾚｱﾙｺﾘｰﾀﾞ 13:00 g ルゼル － A三田 COSMOS 猪名川 COSMOS

15:30 f 志染 － Mセリオ ﾙﾀﾄﾞｰﾙ SUMA ﾙﾀﾄﾞｰﾙ 14:30 h 猪名川 － COSMOS ルゼル A三田 ルゼル

場所 赤穂城南陸上競技場 会場責任者 インテル

時間

10:00 f 赤穂 － インテル 尼崎 ソルブリ 尼崎

11:30 a 尼崎 － ソルブリ インテル 赤穂 インテル

13:00 b 明倫 － ﾌｧｲｻﾞｫﾝ ﾊﾟｽｨｰﾉ VIVO ﾊﾟｽｨｰﾉ

14:30 h ﾊﾟｽｨｰﾉ － VIVO 明倫 ﾌｧｲｻﾞｫﾝ 明倫

※　キックオフ時間は会場により違う場合がございます。ご確認頂きご注意下さい。

※　会場責任者に当たっているチームは「大会運営について」というプリントをご確認して頂き

　　 円滑に試合が進むようにご協力お願いします。

☆  会場責任者のチームがグラウンド設営等の担当になりますが第1試合の2チームはできるだけ早く到着して

      グランド設営の手伝いをして下さい。また、グラウンドの撤収作業やゴミ拾いなどは最終ゲームを行うチームが手伝って下さい。

☆  会場責任者がAMとPMに分かれている日がありますが、AMの会場責任者が試合結果報告書を準備し、

　   PMの会場責任者が試合結果報告書のFAXを事務局まで行って下さい。

　　 また、AMとPMの会場責任者同士での試合結果報告書の受け渡しをしっかりと行って下さい。

　　 試合結果報告書の受け渡しを終えるまでは絶対に帰らないようにして下さい。　 

※  第4審の役割）　①試合運営協力　②選手交代時チェック　③担当試合の試合結果報告書記入　④試合結果web入力

※  原則、同グループの試合を同グループチームが審判する事はありません。

※　各試合結果は第４審の責任のもと、速やかに、正確に「大会結果集計システム」に結果を入力して下さい。

★  会場責任者は全試合終了後、試合結果報告書を下記までFAXして下さい。

　　 小川（神戸FC）　FAX　０７８－２７１－１２１３

第３０回日本クラブユースサッカー（Ｕ‐１５）選手権大会兵庫県予選日程表
～　１次ラウンド　～


