
11 月 13日 （土） 11 月 14日 （日） ■備考

場所 アスパサブ 会場責任者 場所 アスパメイン 会場責任者

時間 主審 副審 第４審 時間 主審 副審 第４審

13:30 Ｅ 西宮 - サンターリオ 五色 神戸SS 五色 10:00 Ｂ 但馬南 - 五色 ＣＡＬＤＩＯ 赤穂 ＣＡＬＤＩＯ

14:45 Ｂ 五色 - 神戸SS 西宮 サンターリオ 西宮 11:15 Ａ ＣＡＬＤＩＯ - 赤穂 但馬南 五色 但馬南

場所 ヤンマーグラウンド 会場責任者 場所 会場責任者

時間 主審 副審 第４審 時間 主審 副審 第４審

9:00 Ｈ 長洲 - 三田 三宮 ＪＯＧＡ 三宮 10:00 Ｇ 芦屋 - 猪名川 川西 神戸ＳＳ 川西

10:15 Ｃ 三宮 - ＪＯＧＡ 長洲 三田 長洲 11:15 Ｂ 川西 - 神戸ＳＳ 宝塚 龍野 宝塚

場所 赤穂海浜公園 会場責任者 12:30 Ａ 宝塚 - 龍野 芦屋 猪名川 芦屋

時間 グループ 主審 副審 第４審 場所 会場責任者

10:00 Ａ 龍野 - 赤穂 ソルブリ アリバ ソルブリ 時間 グループ 主審 副審 第４審

11:15 Ｆ ソルブリ - アリバ 龍野 赤穂 龍野 10:00 Ｄ 但馬 - ロサーノ フォルテ 三田 フォルテ

12:30 Ｄ 尼崎 - クリヴォーネ 神野 Ｂ神戸 神野 11:15 Ｈ フォルテ - 三田 但馬 ロサーノ 但馬

13:45 Ｅ 神野 - Ｂ神戸 尼崎 クリヴォーネ 尼崎

場所 第２陸上競技場 会場責任者

時間 主審 副審 第４審

10:00 Ｇ M.SERIO - タイガース 宝塚 ユナイテッド 宝塚

11:15 Ａ 宝塚 - ユナイテッド M.SERIO タイガース M.SERIO

12:30 Ｆ 虎Ｊｒ - ＶＩＶＯ 淡路 アグア 淡路

13:45 Ｃ 淡路 - アグア 虎Ｊｒ ＶＩＶＯ 虎Ｊｒ

第３節 11 月 20日 （土） 第４節 11 月 21日 （日） 第5節 11 月 23日 （火）

場所 淡路佐野第２サッカー場 会場責任者 場所 ヤンマーグラウンド 会場責任者 場所 会場責任者

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 Ｃ ＪＯＧＡ - 淡路 龍野 ＣＡＬＤＩＯ 龍野 10:50 Ｈ ＵＭＤＳ - 長洲 神戸ＳＳ 但馬南 神戸ＳＳ 10:00 Ｂ 五色 - 川西 但馬 尼崎 但馬

11:15 Ａ 龍野 - ＣＡＬＤＩＯ ＪＯＧＡ 淡路 ＪＯＧＡ 12:05 Ｂ 神戸ＳＳ - 但馬南 ＵＭＤＳ 長洲 ＵＭＤＳ 11:15 Ｄ 但馬 - 尼崎 五色 川西 五色

12:30 Ｄ クリヴォーネ - 但馬 虎Ｊｒ ソルブリ 虎Ｊｒ 場所 淡路佐野第２サッカー場 会場責任者 場所 播磨光都第1サッカー場 会場責任者

13:45 Ｆ 虎Ｊｒ - ソルブリ クリヴォーネ 但馬 クリヴォーネ 時間 グループ 主審 副審 第４審 時間 グループ 主審 副審 第４審

場所 播磨光都第１サッカー場 会場責任者 10:00 Ｇ 芦屋 - タイガース 淡路 三宮 淡路 10:00 Ｃ アグア - ＪＯＧＡ ユナイテッド ＣＡＬＤＩＯ ユナイテッド

時間 主審 副審 第４審 11:15 Ｃ 淡路 - 三宮 芦屋 タイガース 芦屋 11:15 Ａ ユナイテッド - ＣＡＬＤＩＯ アグア ＪＯＧＡ アグア

10:00 Ｅ サンターリオ - 神野 フォルテ ＵＭＤＳ フォルテ 12:30 Ａ ユナイテッド - 龍野 Ｂ神戸 サンターリオ Ｂ神戸 12:30 Ｆ アリバ - 虎Ｊｒ 長洲 フォルテ 長洲

11:15 Ｈ フォルテ - ＵＭＤＳ サンターリオ 神野 サンターリオ 13:45 Ｅ Ｂ神戸 - サンターリオ ユナイテッド 龍野 ユナイテッド 13:45 Ｈ 長洲 - フォルテ アリバ 虎Ｊｒ アリバ

場所 会場責任者 場所 播磨光都第３サッカー場 会場責任者 場所 赤穂海浜スポーツセンター 会場責任者

時間 主審 副審 第４審 時間 主審 副審 第４審 時間 グループ 主審 副審 第４審

13:30 Ａ 赤穂 - ユナイテッド 但馬南 川西 但馬南 14:00 Ｇ 猪名川 - Ｍ．ＳＥＲＩＯ ロサーノ 尼崎 ロサーノ 10:00 Ａ 赤穂 - 宝塚 タイガース 猪名川 タイガース

14:45 Ｂ 但馬南 - 川西 ＶＩＶＯ アリバ ＶＩＶＯ 15:15 Ｄ ロサーノ - 尼崎 猪名川 Ｍ．ＳＥＲＩＯ 猪名川 11:15 Ｇ タイガース - 猪名川 赤穂 宝塚 赤穂

16:00 Ｆ ＶＩＶＯ - アリバ 赤穂 ユナイテッド 赤穂 場所 エストパーク 会場責任者 12:30 Ｆ ソルブリ - ＶＩＶＯ クリヴォーネ ロサーノ クリヴォーネ

場所 会場責任者 時間 主審 副審 第４審 13:45 Ｄ クリヴォーネ - ロサーノ 三田 ＵＭＤＳ 三田

時間 主審 副審 第４審 14:00 Ａ ＣＡＬＤＩＯ - 宝塚 神野 西宮 神野 15:00 Ｈ 三田 - ＵＭＤＳ ソルブリ ＶＩＶＯ ソルブリ

12:00 Ｇ Ｍ．ＳＥＲＩＯ - 芦屋 Ｂ神戸 西宮 Ｂ神戸 15:15 Ｅ 神野 - 西宮 ＣＡＬＤＩＯ 宝塚 ＣＡＬＤＩＯ

13:15 Ｅ Ｂ神戸 - 西宮 三宮 アグア 三宮

14:30 Ｃ 三宮 - アグア Ｍ．ＳＥＲＩＯ 芦屋 Ｍ．ＳＥＲＩＯ

　　※アスパ会場での練習試合については試合週の火曜日２１時までに希望時間と本数

　　を五色ＦＣ山本様へ必ずメールにてお申し込みください。

長洲

ＡＭ／Ｍ．ＳＥＲＩＯ　ＰＭ／ＶＩＶＯ

グループ

出石スポーツセンター

４．割り当ての審判をする審判員は審判証を必ず携帯すること。

　　awaji-fa@hera.eonet.ne.jp（五色ＦＣ山本様）

　　書類を準備のうえ、午後責任者がＬＩＮＥ報告するように引継ぎをお願いします。

５．各会場責任者は全試合終了後、試合結果報告書を速やかに下記までＬＩＮＥにて

　　報告してください。午前、午後で会場責任が分かれている場合は、午前責任者が

　　アシスタントレフェリーフラッグについても同様に会場責任チームが準備してください。

　⑦退場者及び退席者が出た際主審による審判報告書の記入のサポート

尼崎

ＣＡＬＤＩＯ

川西アスパサブ

グループ

６．時間短縮のため試合終了後のベンチ挨拶は省略してください。

　　≪大会事務局≫

第２回兵庫県クラブチャンピオンシップ（U－１４)　1次ラウンド日程表

第２節第１節

【1次ラウンド】

グループ

２．会場内では職員・係員、会場責任者の指示に従い、会場に迷惑のかからないにように

　　各チーム指導者が責任をもって指導してください。保護者においても同様です。

グループ

グループ

３．空き時間での練習試合は各会場責任者にご確認のうえ、調整してください。

１．各試合に四審を設置します。４審の役割は以下の通りです。

　①申し送り事項を確認し、出場停止選手がいないか確認する　【重要】

　②選手交代時のチェック　③担当試合の試合結果の記入　④担当試合の諸問題の報告

　⑤試合運営協力　⑥試合結果Ｗｅｂ入力（忘れずに！！）

グループ

グループ

ＡＭ／アグア　ＰＭ／虎Ｊｒ

ＡＭ／宝塚　ＰＭ／ＶＩＶＯ

　　小川　和志　０９０－２０６１－８８１２　新田　恭史　０５０－５２１２－７９５１

赤穂海浜公園

グループ

ユナイテッド

芦屋芦屋中央公園

グループ

グループ

グループ

グループ

ＡＭ／三宮　ＰＭ／Ｂ神戸

ＡＭ／ＪＯＧＡ　ＰＭ／ソルブリ

神戸SS 五色

猪名川

但馬

神野

ＵＭＤＳ

アスパサブ

グループ

ＡＭ／赤穂　ＰＭ／クリヴォーネ


