
2021/3/24

〈１次ラウンド〉

４月３日（土） ４月４日（日） ４月１０日（土）
１日目 ２日目 ３日目

場所 アスパ五色　メイン 会場責任者 B神戸 場所 アスパ五色　サブ 会場責任者 芦屋 場所 赤穂海浜スポーツセンター 会場責任者 AM/ﾐｭｰﾄｽ　　PM/ﾙﾀﾄﾞｰﾙ

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 d タイガース － 五色 ミュートス B神戸 ミュートス 10:00 d 三宮 － 五色 ｻﾝﾀｰﾘｵ 芦屋 ｻﾝﾀｰﾘｵ 10:00 a FALCO － 赤穂 長洲 ミュートス 長洲

11:30 c ミュートス － B神戸 タイガース 五色 タイガース 11:30 a ｻﾝﾀｰﾘｵ － 芦屋 五色 三宮 五色 11:30 c ミュートス － 長洲 赤穂 FALCO 赤穂

13:00 e ATS － 虎ジュニア アリバ ルタドール アリバ

場所 アスパ五色　サブ 会場責任者 ｸﾘｳﾞｫｰﾈ 場所 赤穂海浜スポーツセンター 会場責任者 AM/ﾛｳﾞｪｽﾄ　　PM/川西 14:30 f アリバ － ルタドール 虎ジュニア ATS 虎ジュニア

時間 主審 副審 第４審 時間 主審 副審 第４審

10:00 b ｸﾘｳﾞｫｰﾈ － 立花 VIVO ソルブリ VIVO 10:00 a ロヴェスト － FALCO 尼崎 ｸﾘｳﾞｫｰﾈ 尼崎 場所 佐野運動公園第２サッカー場 会場責任者 CALDIO

11:30 e ソルブリ － VIVO ｸﾘｳﾞｫｰﾈ 立花 ｸﾘｳﾞｫｰﾈ 11:30 b ｸﾘｳﾞｫｰﾈ － 尼崎 FALCO ロヴェスト FALCO 時間 主審 副審 第４審

13:00 a 神野 － JOGA B神戸 川西 B神戸 10:00 b CALDIO － UMDS 猪名川 宝塚 猪名川

場所 赤穂海浜スポーツセンター 会場責任者 AM/ﾛｳﾞｪｽﾄ　　PM/猪名川 14:30 c B神戸 － 川西 神野 JOGA 神野 11:30 d 猪名川 － 宝塚 淡路 アグア 淡路

時間 主審 副審 第４審 13:00 f アグア － 淡路 CALDIO UMDS CALDIO

9:30 a ロヴェスト － 赤穂 但馬 CALDIO 但馬

11:00 b 但馬 － CALDIO ロヴェスト 赤穂 ロヴェスト 場所 出石総合スポーツセンター 会場責任者 但馬

12:30 d 三宮 － 猪名川 ATS フォルテ ATS 時間 主審 副審 第４審

14:00 e ATS － フォルテ ルタドール 龍野 ルタドール 10:30 b 但馬 － 立花 フォルテ VIVO フォルテ

15:30 f 龍野 － ルタドール 三宮 猪名川 三宮 12:00 e フォルテ － VIVO 龍野 但馬南 龍野

13:30 f 但馬南 － 龍野 立花 但馬 立花

場所 HFAフットボールセンター明石 会場責任者 AM/神野　　PM/長洲

時間 主審 副審 第４審 場所 三木防災第二陸上競技場 会場責任者 ｻﾝﾀｰﾘｵ

9:30 a ｻﾝﾀｰﾘｵ － 神野 UMDS 尼崎 UMDS ※キックオフ時間は会場により異なりますので、ご確認頂きご注意下さい。 時間 主審 副審 第４審

11:15 b 尼崎 － UMDS 神野 ｻﾝﾀｰﾘｵ 神野 ※アシスタントフラッグは副審担当チームが持参して下さい。 10:00 a ロヴェスト － ｻﾝﾀｰﾘｵ ロサーノ 神戸SS ロサーノ

13:00 c 神戸SS － 長洲 但馬南 淡路 但馬南 ※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 11:30 c 神戸SS － ロサーノ 芦屋学園 タイガース 芦屋学園

14:45 f 但馬南 － 淡路 神戸SS 長洲 神戸SS 　 円滑に試合が進むようにご協力お願いします。 13:00 d タイガース － 芦屋学園 ｻﾝﾀｰﾘｵ ロヴェスト ｻﾝﾀｰﾘｵ

☆会場責任者のチームがグラウンド設営等の担当となりますが、第1試合の2チームも設営にご協力下さい。

場所 みきぼうパーク第１球技場 会場責任者 FALCO    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ご協力下さい。 場所 アスコットフィールド 会場責任者 JOGA

時間 主審 副審 第４審 ☆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、 時間 主審 副審 第４審

10:00 a 芦屋 － FALCO 川西 ロサーノ 川西 　   PMの会場責任者が試合結果報告書と感染症対策･参加者名簿を事務局までLINE送信して下さい。 9:30 e アスコット － ソルブリ JOGA 芦屋 JOGA

11:30 c ロサーノ － 川西 宝塚 芦屋学園 宝塚 　　 また、AMとPMの会場責任者同士で試合結果報告書の受け渡しをしっかりと行って下さい。 11:30 a 芦屋 － JOGA ソルブリ アスコット ソルブリ

13:00 d 芦屋学園 － 宝塚 芦屋 FALCO 芦屋 　　 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

場所 アスコットフィールド 会場責任者 虎ジュニア ※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。

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

10:30 e アスコット － 虎ジュニア アグア アリバ アグア ★ 会場責任者は全試合終了後、試合結果報告書と感染症対策･参加者名簿を事務局までLINE送信して下さい。

12:30 f アグア － アリバ アスコット 虎ジュニア アスコット 　　 小川（神戸FC）　連盟携帯　080-7791-9798　※LINE番号検索

第３６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　～



2021/3/24

〈１次ラウンド〉

４月１１日（日） ４月１７日（土） ４月１８日（日）
４日目 ５日目 ６日目

場所 赤穂海浜スポーツセンター 会場責任者 AM/赤穂　　PM/ﾌｫﾙﾃ 場所 アスパ五色　メイン 会場責任者 芦屋学園 場所 赤穂海浜スポーツセンター 会場責任者 AM/VIVO　　PM/三宮

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 a ｻﾝﾀｰﾘｵ － 赤穂 芦屋学園 猪名川 芦屋学園 10:00 d 芦屋学園 － 五色 長洲 ロサーノ 長洲 9:30 a 神野 － 赤穂 ATS VIVO ATS

11:30 d 芦屋学園 － 猪名川 赤穂 ｻﾝﾀｰﾘｵ 赤穂 11:30 c ロサーノ － 長洲 FALCO ｻﾝﾀｰﾘｵ FALCO 11:00 e ATS － VIVO 神野 赤穂 神野

13:00 e ソルブリ － フォルテ ルタドール 淡路 ルタドール 13:00 a ｻﾝﾀｰﾘｵ － FALCO 五色 芦屋学園 五色 12:30 d 三宮 － 宝塚 ミュートス 川西 ミュートス

14:30 f ルタドール － 淡路 ソルブリ フォルテ ソルブリ 14:00 c ミュートス － 川西 JOGA FALCO JOGA

場所 赤穂海浜スポーツセンター 会場責任者 AM/赤穂　　PM/ｿﾙﾌﾞﾘ 15:30 a FALCO － JOGA 三宮 宝塚 三宮

場所 みきぼうパーク第３球技場 会場責任者 AM/神戸SS　　PM/宝塚 時間 主審 副審 第４審

時間 主審 副審 第４審 9:30 a 赤穂 － JOGA 淡路 龍野 淡路 場所 みきぼうパーク第１球技場 会場責任者 アリバ

9:30 c 神戸SS － ミュートス ｸﾘｳﾞｫｰﾈ 但馬 ｸﾘｳﾞｫｰﾈ 11:00 f 龍野 － 淡路 JOGA 赤穂 JOGA 時間 主審 副審 第４審

11:00 b ｸﾘｳﾞｫｰﾈ － 但馬 神戸SS ミュートス 神戸SS 12:30 e ソルブリ － 虎ジュニア B神戸 神戸SS B神戸 10:00 f 但馬南 － アリバ 猪名川 タイガース 猪名川

12:30 d 宝塚 － 五色 アスコット ATS アスコット 14:00 c 神戸SS － B神戸 CALDIO ｸﾘｳﾞｫｰﾈ CALDIO 11:30 d タイガース － 猪名川 芦屋 ロヴェスト 芦屋

14:00 e アスコット － ATS 但馬南 アグア 但馬南 15:30 b ｸﾘｳﾞｫｰﾈ － CALDIO 虎ジュニア ソルブリ 虎ジュニア 13:00 a ロヴェスト － 芦屋 アリバ 但馬南 アリバ

15:30 f 但馬南 － アグア 宝塚 五色 宝塚

場所 出石総合スポーツセンター 会場責任者 UMDS

場所 三田駒ヶ谷運動公園 会場責任者 AM/龍野　　PM/尼崎 時間 主審 副審 第４審 ※キックオフ時間は会場により異なりますので、ご確認頂きご注意下さい。

時間 主審 副審 第４審 10:30 b 但馬 － UMDS アグア ルタドール アグア ※アシスタントフラッグは副審担当チームが持参して下さい。

9:30 f 龍野 － アリバ 芦屋 神野 芦屋 12:00 f アグア － ルタドール ロヴェスト 神野 ロヴェスト ※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

11:00 a 芦屋 － 神野 龍野 アリバ 龍野 13:30 a ロヴェスト － 神野 但馬 UMDS 但馬 　 円滑に試合が進むようにご協力お願いします。

12:30 b 尼崎 － CALDIO 川西 長洲 川西 ☆会場責任者のチームがグラウンド設営等の担当となりますが、第1試合の2チームも設営にご協力下さい。

14:00 c 川西 － 長洲 VIVO 虎ジュニア VIVO 場所 アスコットフィールド 会場責任者 アスコット    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ご協力下さい。

15:30 e VIVO － 虎ジュニア 尼崎 CALDIO 尼崎 時間 主審 副審 第４審 ☆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、

10:30 e アスコット － フォルテ 立花 尼崎 立花 　   PMの会場責任者が試合結果報告書と感染症対策･参加者名簿を事務局までLINE送信して下さい。

場所 エストパーク 会場責任者 AM/JOGA　　PM/ﾛｻｰﾉ 12:30 b 尼崎 － 立花 フォルテ アスコット フォルテ 　　 また、AMとPMの会場責任者同士で試合結果報告書の受け渡しをしっかりと行って下さい。

時間 主審 副審 第４審 　　 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。　 

13:00 a ロヴェスト － JOGA UMDS 立花 UMDS ※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

14:30 b UMDS － 立花 ロヴェスト JOGA ロヴェスト ※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。

16:00 c ロサーノ － B神戸 タイガース 三宮 タイガース ※各試合結果は第４審の責任のもと、速やかに「大会結果集計システム」に結果を入力して下さい。

17:30 d タイガース － 三宮 ロサーノ B神戸 ロサーノ ★ 会場責任者は全試合終了後、試合結果報告書と感染症対策･参加者名簿を事務局までLINE送信して下さい。

　　 小川（神戸FC）　連盟携帯　080-7791-9798　※LINE番号検索

第３６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　～



2021/3/24

〈１次ラウンド〉

４月２４日（土） ４月２５日（日）
７日目 ８日目 ※キックオフ時間は会場により異なりますので、ご確認頂きご注意下さい。

場所 アスパ五色　サブ 会場責任者 五色 場所 アスパ五色　メイン 会場責任者 立花 ※アシスタントフラッグは副審担当チームが持参して下さい。

時間 主審 副審 第４審 時間 主審 副審 第４審 ※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

10:00 d 猪名川 － 五色 龍野 アグア 龍野 10:00 b CALDIO － 立花 フォルテ 虎ジュニア フォルテ 　 円滑に試合が進むようにご協力お願いします。

11:30 f 龍野 － アグア FALCO 神野 FALCO 11:30 e フォルテ － 虎ジュニア CALDIO 立花 CALDIO ☆会場責任者のチームがグラウンド設営等の担当となりますが、第1試合の2チームも設営にご協力下さい。

13:00 a FALCO － 神野 猪名川 五色 猪名川    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ご協力下さい。

☆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、

場所 赤穂海浜スポーツセンター 会場責任者 AM/但馬南　　PM/ﾀｲｶﾞｰｽ 　   PMの会場責任者が試合結果報告書と感染症対策･参加者名簿を事務局までLINE送信して下さい。

時間 主審 副審 第４審 　　 また、AMとPMの会場責任者同士で試合結果報告書の受け渡しをしっかりと行って下さい。

9:30 a 芦屋 － 赤穂 但馬南 ルタドール 但馬南 　　 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。　 

11:00 f 但馬南 － ルタドール 赤穂 芦屋 赤穂 ※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

12:30 d タイガース － 宝塚 B神戸 長洲 B神戸 ※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。

14:00 c B神戸 － 長洲 尼崎 但馬 尼崎 ※各試合結果は第４審の責任のもと、速やかに「大会結果集計システム」に結果を入力して下さい。

15:30 b 尼崎 － 但馬 タイガース 宝塚 タイガース ★ 会場責任者は全試合終了後、試合結果報告書と感染症対策･参加者名簿を事務局までLINE送信して下さい。

　　 小川（神戸FC）　連盟携帯　080-7791-9798　※LINE番号検索

場所 佐野運動公園第１サッカー場 会場責任者 ATS

時間 主審 副審 第４審

10:00 e ソルブリ － ATS 芦屋学園 三宮 芦屋学園

11:30 d 芦屋学園 － 三宮 神戸SS 川西 神戸SS

13:00 c 神戸SS － 川西 ソルブリ ATS ソルブリ

場所 佐野運動公園第２サッカー場 会場責任者 淡路

時間 主審 副審 第４審

10:00 f アリバ － 淡路 ロサーノ ミュートス ロサーノ

11:30 c ロサーノ － ミュートス ｸﾘｳﾞｫｰﾈ UMDS ｸﾘｳﾞｫｰﾈ

13:00 b ｸﾘｳﾞｫｰﾈ － UMDS アリバ 淡路 アリバ

場所 アスコットフィールド 会場責任者 アスコット

時間 主審 副審 第４審

9:30 e アスコット － VIVO ｻﾝﾀｰﾘｵ JOGA ｻﾝﾀｰﾘｵ

11:30 a ｻﾝﾀｰﾘｵ － JOGA アスコット VIVO アスコット

第３６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　～


