
ラウンド32 ラウンド16 ラウンド8 準決勝

11月12日（土） 11月13日（日） 11月19日（土） 11月20日（日）

府県 チーム名

【大会最終結果一覧】

優勝：

準優勝：

第3位：

フェアプレー賞：

最優秀選手賞：

優秀選手賞：

大会得点王：

最優秀監督賞：

⑰西松江緩衝緑地

11：40
3 京都④ A.C.infini 

②奈良ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰB

11：40
4 大阪⑥ 長野FC

【 2022関西クラブユースサッカー選手権（U-15）秋季大会 】大会トーナメント表

3決・決勝

11月23日（祝・水）

1 滋賀③ FCエフォート
①西松江緩衝緑地

11：40
2 兵庫⑨ レアルコリーダ

大阪⑨ 枚方FC
④J-GREEN堺S6

10：00
8 兵庫⑧ 神野SC

㉕J-GREEN堺S8

10：00
5 奈良① アスペガスFC

③奈良ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰB

10：00
6 大阪⑩ 大阪狭山SC

⑱南津守さくら公園

10：00
7

和歌山① 11/5決定
⑥西松江緩衝緑地

10：00
12 兵庫② CALDIO FC

㉙エストパーク

13：20
9 京都③ 京都醍醐FC

⑤J-GREEN堺S7

10：00
10 大阪③ GAフロンティア大阪

⑲西松江緩衝緑地

10：00
11

兵庫① BASARA HYOGO
⑧J-GREEN堺S6

15：00
16 京都① FC長岡京

㉖J-GREEN堺S8

11：40
13 大阪⑤ SAKURA UNITED

⑦奈良ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰB

15：00
14 奈良② スクデットFC

⑳南津守さくら公園

15：00
15

19 滋賀① SAGAWA SHIGA
⑩奈良ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰB

13：20
20 大阪⑦ A.C.Re:Salto

㉛アスパメイン

12：00

㉜アスパメイン

14：00
17 滋賀④ クレアーレ甲賀

⑨西松江緩衝緑地

13：20
18 和歌山② 11/5決定

㉑西松江緩衝緑地

13：20

京都② 福知山JYC
⑫J-GREEN堺S7

13：20
24 兵庫③ 尼崎FC

㉗J-GREEN堺S8

13：20
21 大阪④ 東淀川FC

⑪J-GREEN堺S6

13：20
22 兵庫⑤ M.SERIO

㉒南津守さくら公園

13：20
23

大阪① リオクロスFC
⑭J-GREEN堺S7

11：40
28 滋賀② LASTA滋賀

㉚エストパーク

15：00
25 大阪⑪ RESC

⑬J-GREEN堺S6

11：40
26 兵庫⑥ アリバSC

㉓南津守さくら公園

11：40
27

兵庫④ ヴィッセル播磨
⑯J-GREEN堺S7

15：00
32 大阪② FC Unione柏原

㉘J-GREEN堺S8

15：00
29 大阪⑧ LIGAR

⑮西松江緩衝緑地

15：00
30 兵庫⑦ 西宮タイガース

㉔西松江緩衝緑地

15：00
31



【ラウンド32】

大

阪

【ラウンド16】

大

阪

【ラウンド8】

兵

大

阪

【準決勝】 【決勝・３位決定戦】

【 2022関西クラブユースサッカー選手権（U-15）秋季大会 】大会日程

11月12日(土) 会場： J-GREEN堺　S6 11月12日(土) 会場： J-GREEN堺　S7

GAフロンティア大阪

滋賀県 対戦カード

１０：００ ④ 枚方FC ｖｓ 神野SC １０：００

開始時間 運営： 大阪府 対戦カード 開始時間 運営：

RESC ｖｓ

⑤ 京都醍醐FC ｖｓ

⑫ 福知山JYC ｖｓ 尼崎FC

LASTA滋賀⑭ リオクロスFC ｖｓ

１３：２０ ⑪ 東淀川FC ｖｓ M.SERIO １３：２０

アリバSC １１：４０１１：４０ ⑬

FC Unione柏原

11月12日(土) 会場： 奈良フットボールセンターB 11月12日(土) 会場： 西松江緩衝緑地サッカー場

FC長岡京 １５：００ ⑯ ヴィッセル播磨 ｖｓ１５：００ ⑧ BASARA HYOGO ｖｓ

CALDIO FC

和歌山県 対戦カード

１０：００ ③ アスペガスFC ｖｓ 大阪狭山SC １０：００

開始時間 運営： 奈良県 対戦カード 開始時間 運営：

A.C.infini ｖｓ

⑥ 和歌山①（11/5決定） ｖｓ

⑨ クレアーレ甲賀 ｖｓ 和歌山②（11/5決定）

レアルコリーダ

１３：２０ ⑩ SAGAWA SHIGA ｖｓ A.C.Re:Salto １３：２０

長野FC １１：４０ ① FCエフォート ｖｓ１１：４０ ②

西宮タイガース

11月13日(日) 会場： 西松江緩衝緑地サッカー場 11月13日(日) 会場： 南津守さくら公園スポーツ広場（人工芝）

スクデットFC １５：００ ⑮ LIGAR ｖｓ１５：００ ⑦ SAKURA UNITED ｖｓ

④の勝者

大阪府 対戦カード

１０：００ ⑲ ⑤の勝者 ｖｓ ⑥の勝者 １０：００

開始時間 運営： 和歌山県 対戦カード 開始時間 運営：

①の勝者 ｖｓ

⑱ ③の勝者 ｖｓ

㉒ ⑪の勝者 ｖｓ ⑫の勝者

⑭の勝者

１３：２０ ㉑ ⑨の勝者 ｖｓ ⑩の勝者 １３：２０

②の勝者 １１：４０ ㉓ ⑬の勝者 ｖｓ１１：４０ ⑰

⑧の勝者

11月19日(土) 会場： J-GREEN堺　S8

⑯の勝者 １５：００ ⑳ ⑦の勝者 ｖｓ１５：００ ㉔ ⑮の勝者 ｖｓ

１０：００ ㉕ ⑰の勝者 ｖｓ ⑱の勝者

開始時間 運営： 京都府 対戦カード

⑲の勝者 ｖｓ

１３：２０ ㉗ ㉑の勝者 ｖｓ ㉒の勝者

⑳の勝者１１：４０ ㉖

11月20日(日) 会場： エストパーク 11月23日(祝・水) 会場： アスパ五色メイン

㉔の勝者１５：００ ㉘ ㉓の勝者 ｖｓ

㉛ ㉙の敗者 ｖｓ ㉚の敗者

関西 対戦カード

１３：２０

準決勝
㉙ ㉕の勝者 ｖｓ ㉖の勝者

１２：００

３位決定戦

開始時間 運営： 兵庫県 対戦カード 開始時間 運営：

㉚の勝者㉘の勝者
１４：００

決勝
㉜ ㉙の勝者 ｖｓ

１５：００

準決勝
㉚ ㉗の勝者 ｖｓ



試合番号

④ 10：00～　1回戦

⑬ 11：40～　1回戦

⑪ 13：20～　1回戦

⑧ 15：00～　1回戦

試合番号

⑤ 10：00～　1回戦

⑭ 11：40～　1回戦

⑫ 13：20～　1回戦

⑯ 15：00～　1回戦

試合番号

③ 10：00～　1回戦

② 11：40～　1回戦

⑩ 13：20～　1回戦

⑦ 15：00～　1回戦

試合番号

⑥ 10：00～　1回戦

① 11：40～　1回戦

⑨ 13：20～　1回戦

⑮ 15：00～　1回戦

試合番号

⑲ 10：00～　2回戦

⑰ 11：40～　2回戦

㉑ 13：20～　2回戦

㉔ 15：00～　2回戦

試合番号

⑱ 10：00～　2回戦

㉓ 11：40～　2回戦

㉒ 13：20～　2回戦

⑳ 15：00～　2回戦

試合番号

㉕ 10：00～　準々決勝

㉖ 11：40～　準々決勝

㉗ 13：20～　準々決勝

㉘ 15：00～　準々決勝

試合番号

㉙ 13：20～　準決勝

㉚ 15：00～　準決勝

試合番号

㉛ 12：00～　3位決定戦

㉜ 14：00～　決勝

協会

関西CY連盟

㉙の勝者 vs ㉚の勝者 協会 協会

協会

11/23

（水）

兵庫　「アスパ五色メイン」 副審① 副審② 試合責任・会場運営

㉙の敗者 vs ㉚の敗者 協会

11/20

（日）

兵庫　「エストパーク」 副審① 副審②

協会

試合責任・会場運営

㉕の勝者 vs ㉖の勝者 協会 協会

兵庫県CY連盟

㉗の勝者 vs ㉘の勝者

試合責任・会場運営

⑰の勝者 vs ⑱の勝者 協会 協会

京都府CY連盟

⑲の勝者 vs ⑳の勝者

㉓の勝者 vs ㉔の勝者 協会 協会

11/19

（土）

大阪　「J-GREEN堺　S8」 副審① 副審②

協会 協会

㉑の勝者 vs ㉒の勝者 協会 協会

試合責任・会場運営

③の勝者 vs ④の勝者 ⑭の勝者 ⑬の勝者

大阪府CY連盟

⑬の勝者 vs ⑭の勝者

⑦の勝者 vs ⑧の勝者 ⑫の勝者 ⑪の勝者

⑨の勝者 vs ⑩の勝者 ⑯の勝者 ⑮の勝者

④の勝者 ③の勝者

⑪の勝者 vs ⑫の勝者 ⑧の勝者 ⑦の勝者

11/13

（日）

和歌山　「西松江緩衝緑地サッカー場」 副審① 副審②

⑥の勝者

試合責任・会場運営

⑤の勝者 vs ⑥の勝者 ②の勝者 ①の勝者

和歌山県CY連盟

①の勝者 vs ②の勝者

⑮の勝者 vs ⑯の勝者 ⑩の勝者 ⑨の勝者

大阪　「南津守さくら公園スポーツ広場（人工芝）」 副審① 副審②

⑤の勝者

CALDIO FC 和歌山①（11/5決定）

クレアーレ甲賀 vs 和歌山②（11/5決定） 西宮タイガース LIGAR

試合責任・会場運営

和歌山①（11/5決定） vs CALDIO FC レアルコリーダ FCエフォート

和歌山県CY連盟

FCエフォート vs レアルコリーダ

LIGAR vs 西宮タイガース 和歌山②（11/5決定） クレアーレ甲賀

和歌山　「西松江緩衝緑地サッカー場」 副審① 副審②

大阪狭山SC アスペガスFC

SAGAWA SHIGA vs A.C.Re:Salto スクデットFC SAKURA UNITED

試合責任・会場運営

アスペガスFC vs 大阪狭山SC 長野FC A.C.infini 

奈良県CY連盟

A.C.infini vs 長野FC

SAKURA UNITED vs スクデットFC A.C.Re:Salto SAGAWA SHIGA

奈良　「奈良フットボールセンターB」 副審① 副審②

リオクロスFC vs LASTA滋賀 GAフロンティア大阪 京都醍醐FC

福知山JYC vs 尼崎FC FC Unione柏原 ヴィッセル播磨

東淀川FC vs M.SERIO

大阪　「J-GREEN堺　S7」 副審① 副審② 試合責任・会場運営

京都醍醐FC vs GAフロンティア大阪 LASTA滋賀 リオクロスFC

滋賀県CY連盟

ヴィッセル播磨 vs FC Unione柏原 尼崎FC 福知山JYC

【2022関西クラブユースサッカー選手権（U-15）秋季大会】 副審割当表 

11/12

（土）

大阪　「J-GREEN堺　S6」 副審① 副審② 試合責任・会場運営

枚方FC vs 神野SC アリバSC

FC長岡京 BASARA HYOGO

BASARA HYOGO vs FC長岡京 M.SERIO 東淀川FC

RESC

大阪府CY連盟

RESC vs アリバSC 神野SC 枚方FC


