
第7回　堺ユースサッカーフェスティバル 　試合一覧（学校等　会場）
時間 Ｎｏ

9:00 ① 生野 平城 浪速 泉大津

10:20 ② 生野B 平城B 浪速 大和広陵

11:40 ③ 四日市四郷B 平城B 泉大津 大津商業 高取国際 三豊工業

13:00 ④ 同志社 平城 泉大津 大和広陵 大阪教育C附 尼崎双星 堺工科 追手門学院B

14:20 ⑤ 四日市四郷B 同志社B 大和広陵 土岐商業 奈良法隆寺国際B 尼崎双星B 金剛 ヘラクレス大磯 八尾 東大寺学園

15:40 ⑥ 生野B 同志社B 宇部工業B 土岐商業B 奈良法隆寺国際 尼崎双星 金剛 碧南工業 堺工科 東大寺学園B

17:00 ⑦ 生野 同志社 宇部工業 土岐商業 大阪教育C附B 尼崎双星B ヘラクレス大磯 大体大浪商B 追手門学院 東大寺学園

時間 Ｎｏ

9:00 ① 松原 堺西 泉陽B 一条B

10:20 ② 東大阪大柏原 近大高専 泉陽 洛東

11:40 ③ 堺西 滋賀学園 泉陽B 洛東B 岸和田 鳳

13:00 ④ 泉北 生駒 太成学院 帝京安積 福泉 滋賀学園B 奈良 洛東 岸和田B 細田学園B

14:20 ⑤ 初芝立命館B 生駒B 桜宮 帝京安積 東大阪大柏原 滋賀学園 泉陽 高田商業 鳳 細田学園

15:40 ⑥ 粉河 生駒 桜宮B 太成学院B 松原 滋賀学園B 洛東B 帝塚山泉ヶ丘B 鳳B 細田学園B

17:00 ⑦ 泉北B 生駒B 高知中央 帝京安積 堺西 甲南 奈良 帝塚山泉ヶ丘 岸和田 細田学園

時間 Ｎｏ

9:00 ① 洛東 大商学園

10:20 ② 商大堺B 細田学園B 土岐商業B 堺西B 洛東B 大商学園B

11:40 ③ 商大堺 田辺 神戸朝鮮 堺西 洛東 生駒

13:00 ④ 細田学園B 田辺B 神戸朝鮮B 堺西B 泉陽B 滋賀学園B 門真西 尼崎北 洛東B 生駒B

14:20 ⑤ 京都学園 田辺 神戸朝鮮B 土岐商業B 泉陽 京都廣学館 鳳 畝傍 大商学園 生駒

15:40 ⑥ 今治工業B 田辺B 神戸朝鮮 県立新宮 河南B 滋賀学園B 鳳 尼崎北 大商学園B 生駒B

17:00 ⑦ 今治工業B 商大堺B 泉陽B 京都廣学館B 門真西 畝傍

R　泉北 D　太成学院 G　松原 M　みなと堺広場 Z　臨海浜工業公園

B　万博大阪

I　堺工科

N　鳳J　大泉緑地

S　金剛F　教育センター附属O　泉大津

※　出場チームの都合等により、対戦チーム・開始時間が変更になる場合があります。最新の対戦情報は、ホームページ（ http://sakai-ysf.net ）をご覧ください。

Q　堺西 H　泉陽

L　生野

26日

時間 Ｎｏ

9:00 ① 羽衣学園 泉大津 成美 浪速

10:20 ② 同志社B 泉大津B 生野 大津

11:40 ③ 羽衣学園 石山 生野B 浪速B

13:00 ④ 同志社B 平城B 生野B 大津B

14:20 ⑤ 堺工科 奈良法隆寺国際B 泉大津 石山 尼崎双星B 金剛B 浪速 大津 賢明学院B 大和広陵B

15:40 ⑥ 伊勢工業 大阪教育C附 同志社B 初芝立命館B 新居浜東 金剛 天竜 成美 高松北B 明誠学院B

17:00 ⑦ 伊勢工業B 大阪教育C附B 泉大津B 平城B 尼崎双星B 新居浜東B 浪速 松原 賢明学院B 明誠学院B

時間 Ｎｏ

9:00 ①

10:20 ②

11:40 ③

13:00 ④ 福泉 近大附属新宮B

14:20 ⑤ 泉北B 近大附属新宮B

15:40 ⑥ 上野B 近大附属新宮B

17:00 ⑦ 泉北B 福泉

I　堺工科 O　泉大津 S　金剛 V　成美 K　賢明学院

　　 　

※　出場チームの都合等により、対戦チーム・開始時間が変更になる場合があります。最新の対戦情報は、ホームページ（ http://sakai-ysf.net ）をご覧ください。

27日

P　福泉 　



第7回　堺ユースサッカーフェスティバル 　試合一覧（学校等　会場）
時間 Ｎｏ

9:00 ① 川島B 高松中央B 大商学園 京都学園 松原 生野B

10:20 ② 帝塚山泉ヶ丘 高松中央 奈良法隆寺国際 商大堺 徳島科学技術B 初芝立命館B 奈良北B 土岐商業B

11:40 ③ 田辺B 高松中央B 太成学院B 四日市四郷B 徳島科学技術 大商学園 大津商業 生野

13:00 ④ 川島 高松中央 商大堺B 津山工業B 京都学園 北星学園 平城 八尾 奈良北B 伯太

14:20 ⑤ 田辺B 福泉 太成学院B 奈良法隆寺国際B 徳島科学技術B 大商学園B 平城B 東大阪大柏原B 生野B 土岐商業B

15:40 ⑥ 帝塚山泉ヶ丘 川島 太成学院 奈良法隆寺国際 徳島科学技術 北星学園 平城 亀山 大津商業 松原

17:00 ⑦ 帝塚山泉ヶ丘B 福泉 太成学院B 津山工業B 平城B 八尾B 奈良北B 生野B

時間 Ｎｏ

9:00 ① 同志社 高田商業 碧南工業 河南 岸和田 宇部工業

10:20 ② 同志社B 追手門学院B ヘラクレス大磯 河南 成美 宇部工業B

11:40 ③ 四日市南 高田商業 碧南工業 ヘラクレス大磯 レボナ滋賀 門真西 岸和田B 洛東B

13:00 ④ 登美丘 追手門学院 豊川工業 貝塚 岸和田 成美 高取国際 大阪教育C附

14:20 ⑤ 四日市南 登美丘 豊川工業B 貝塚B 成美 洛東B 西の京 佐野

15:40 ⑥ 四日市南 追手門学院 豊川工業 レボナ滋賀 高取国際 佐野

17:00 ⑦ 登美丘B 追手門学院B 豊川工業B 門真西B 西の京 大阪教育C附

時間 Ｎｏ

9:00 ① 高松北B 久米田B 羽衣学園 三豊工業

10:20 ② 今治工業B 近大附属新宮B 上野B 泉陽B

11:40 ③ 和泉B 近大附属新宮B 姫路工業 三豊工業

13:00 ④ 高松北B 近大附属新宮B 北星学園B 清明学院B

14:20 ⑤ 賢明学院B 産大附属B 今治工業B 久米田B 高輪B 泉陽B

15:40 ⑥ 生駒B 産大附属B 米原 久米田 北星学園B 泉陽B

17:00 ⑦ 賢明学院B 生駒B 今治工業B 和泉B 高輪B 清明学院B

H　泉陽 　 　

L　生野

F　教育センター附属

E　奈良学園大学U　帝塚山泉ヶ丘

28日

V　成美

K　賢明学院 X　久米田

C　門真西T　河南A　追手門学院

B　万博大阪D　太成学院

時間 Ｎｏ

9:00 ① 産大附属 大商学園 生駒B 東大阪大柏原B 泉陽B 近大附属新宮B 久米田 佐野 岸和田 新居浜東

10:20 ② 大商学園B 北星学園B 商大堺 京都廣学館 今治工業B 桂B 久米田B 田辺B 岸和田B 新居浜東B

11:40 ③ 産大附属 北星学園 生駒B 商大堺B 近大附属新宮B 高輪B 佐野 田辺工業 泉大津 新居浜東

13:00 ④ 守口東 北星学園B 亀山 商大堺 今治工業B 泉陽B 佐野B 田辺B 泉大津B 岸和田B

14:20 ⑤ 大商学園 北星学園 東大阪大柏原B 京都廣学館B 初芝立命館B 高輪B 久米田 田辺工業 泉大津 岸和田

15:40 ⑥ 大商学園B 守口東 亀山 京都廣学館

17:00 ⑦

時間 Ｎｏ

9:00 ①

10:20 ② 北星学園B 堺西B

11:40 ③ 北星学園B 高輪B

13:00 ④ 京都廣学館B 堺西B

14:20 ⑤ 高輪B 堺西B

15:40 ⑥

17:00 ⑦

　

Y　岸和田

29日

B　万博大阪 E　奈良学園大学 H　泉陽

※　出場チームの都合等により、対戦チーム・開始時間が変更になる場合があります。最新の対戦情報は、ホームページ（ http://sakai-ysf.net ）をご覧ください。

※　出場チームの都合等により、対戦チーム・開始時間が変更になる場合があります。最新の対戦情報は、ホームページ（ http://sakai-ysf.net ）をご覧ください。

　

X　久米田

30日

Q　堺西 　 　

※　出場チームの都合等により、対戦チーム・開始時間が変更になる場合があります。最新の対戦情報は、ホームページ（ http://sakai-ysf.net ）をご覧ください。


