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結果報告（当日20:00まで）⇒ kobe4syuleague@yahoo.co.jp

月日 場所 KO時間 no リーグ名 対戦相手 対戦相手 審判 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ担当 会場係
9:15 109 ２部みなと１ なぎさC - 岩岡C 玉津B AM

10:00 115 ２部みなと２ コスモE - 玉津B 岩岡C 大木委員

10:45 121 ２部みなと３ 灘B - 新多聞E なぎさC

11:30 110 ２部みなと１ なぎさC - 高倉台B 新多聞E

12:15 116 ２部みなと２ コスモE - SNSC　C 灘B

13:00 122 ２部みなと３ 灘B - 西須磨B コスモE

13:45 61 ２部六甲１ センアーノD - 東舞子B ロヴェストB

14:30 73 ２部六甲３ 東灘B - ロヴェストB センアーノD

15:15 62 ２部六甲１ センアーノD - SVIC　A 東灘B

16:00 74 ２部六甲３ 東灘B - 多井畑B SVIC　A ←結果報告

9:15 114 ２部みなと１ 高倉台B - 箕谷C SNSC　C

10:00 120 ２部みなと２ SNSC　C - 西神中央C 夢野の丘B

10:45 126 ２部みなと３ 西須磨B - 夢野の丘B 高倉台B

11:30 113 ２部みなと１ 岩岡C - 箕谷C 西須磨B

12:15 119 ２部みなと２ 玉津B - 西神中央C 箕谷C

13:00 125 ２部みなと３ 新多聞E - 夢野の丘B 西神中央C

13:45 66 ２部六甲１ SVIC　A - フレスカC 多井畑B

14:30 78 ２部六甲３ 多井畑B - 有野B フレスカC

15:15 65 ２部六甲１ 東舞子B - フレスカC 有野B

16:00 77 ２部六甲３ ロヴェストB - 有野B 東舞子B ←結果報告

9:15 170 ３部みなと１ みさきC - 神の谷A センアーノF

10:00 133 ３部六甲１ センアーノF - 学園C つつじが丘B

10:45 171 ３部みなと１ つつじが丘B - 神の谷A みさきC

11:30 134 ３部六甲１ センアーノF - 板宿B 神の谷A

12:15 169 ３部みなと１ みさきC - つつじが丘B 板宿B

13:00 160 ３部摩耶２ 本庄C - 井吹台H 王子C

13:45 145 ３部六甲３ 王子C - 井吹台G 本庄C

14:30 161 ３部摩耶２ 本庄C - 有野D 井吹台H

15:15 146 ３部六甲３ 王子C - 多井畑C 有野D

16:00 162 ３部摩耶２ 井吹台H - 有野D 多井畑C ←結果報告

9:15 175 ３部みなと３ 東舞子C - 玉津C 小部C

10:00 138 ３部六甲１ 板宿B - 小部C 夢野の丘C

10:45 176 ３部みなと３ 東舞子C - 夢野の丘C 玉津C

11:30 137 ３部六甲１ 学園C - 小部C 東舞子C

12:15 177 ３部みなと３ 玉津C - 夢野の丘C 学園C

13:00 163 ３部摩耶３ 東灘C - マリノD 鹿の子台B PM

13:45 150 ３部六甲３ 多井畑C - 鹿の子台B 東灘C 川﨑委員

14:30 164 ３部摩耶３ 東灘C - 若草C マリノD

15:15 149 ３部六甲３ 井吹台G - 多井畑B 若草C

16:00 165 ３部摩耶３ マリノD - 若草C 井吹台G ←結果報告
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月日 場所 KO時間 no リーグ名 対戦相手 対戦相手 審判 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ担当 会場係
9:15 157 ３部摩耶１ コスモG - 千代が丘C なぎさD

10:00 151 ３部六甲４ なぎさD - 西神中央D コスモG

10:45 158 ３部摩耶１ コスモG - SNSC　D 千代が丘C

11:30 152 ３部六甲４ なぎさD - だいちC SNSC　D

12:15 159 ３部摩耶１ 千代が丘C - SNSC　D だいちC

13:00 94 ２部摩耶２ 学園C - 霞ヶ丘B 神戸FC　D

13:45 79 ２部六甲４ 神戸FC　D - 新多聞D 学園C

14:30 95 ２部摩耶２ 学園C - 箕谷B 霞ヶ丘B

15:15 80 ２部六甲４ 神戸FC　D - SNSC　B 箕谷B

16:00 96 ２部摩耶２ 霞ヶ丘B - 箕谷B SNSC　B ←結果報告

9:15 139 ３部六甲２ 高羽C - 新多聞F だいちC

10:00 156 ３部六甲４ だいちC - フレスカD 高羽C

10:45 140 ３部六甲２ 高羽C - 蓮池C フレスカD

11:30 155 ３部六甲４ 西神中央D - フレスカD 蓮池C

12:15 142 ３部六甲２ 新多聞F - 蓮池C 西神中央D

13:00 68 ２部六甲２ 神戸FC　C - 駒ヶ林B フレスカB

13:45 84 ２部六甲４ SNSC　B - フレスカB 神戸FC　C

14:30 69 ２部六甲２ 神戸FC　C - 小部B 駒ヶ林B

15:15 83 ２部六甲４ 新多聞D - フレスカB 小部B

16:00 72 ２部六甲２ 駒ヶ林B - 小部B 新多聞D ←結果報告
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月日 場所 KO時間 no リーグ名 対戦相手 対戦相手 審判 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ担当 会場係
13:40 85 ２部摩耶１ コスモD - マリノB 塩屋B マリノ

14:25 97 ２部摩耶３ みさきB - 塩屋B コスモD

15:10 86 ２部摩耶１ コスモD - 蓮池B みさきB

15:55 98 ２部摩耶３ みさきB - だいちB 蓮池B ←結果報告

13:40 90 ２部摩耶１ 蓮池B - 有野C だいちB

14:25 102 ２部摩耶３ だいちB - 西神中央B 有野C

15:10 89 ２部摩耶１ マリノB - 有野C 西神中央B

15:55 101 ２部摩耶３ 塩屋B - 西神中央B マリノB ←結果報告
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月日 場所 KO時間 no リーグ名 対戦相手 対戦相手 審判 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ担当 会場係
9:10 7 １部六甲２ 高羽A - 東舞子A 多井畑A 多井畑

9:50 12 １部六甲２ 多井畑A - 箕谷A 東舞子A

10:50 8 １部六甲２ 高羽A - 多井畑A 箕谷A

11:30 11 １部六甲２ 東舞子A - 箕谷A 高羽A ←結果報告
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結果報告（当日20:00まで）⇒ kobe4syuleague@yahoo.co.jp
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月日 場所 KO時間 no リーグ名 対戦相手 対戦相手 審判 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ担当 会場係
9:00 67 ２部六甲２ 神戸FC　C - ヴィッセルB センアーノD

9:40 63 ２部六甲１ センアーノD - フレスカC 駒ヶ林B

10:20 70 ２部六甲２ ヴィッセルB - 駒ヶ林B 神戸FC　C

11:00 TM センアーノD - SNSC　B ヴィッセルB

11:40 TM 神戸FC　C - 学園C SNSC　B

12:20 135 ３部六甲１ センアーノF - 小部C 学園C

13:00 136 ３部六甲１ 学園C - 板宿B センアーノF

13:40 TM センアーノF - フレスカD 板宿B

14:20 TM 学園C - だいちD フレスカD

15:00 103 ２部摩耶４ 本庄B - 井吹台D 神戸FC　D

15:40 81 ２部六甲４ 神戸FC　D - フレスカB 井吹台D

16:20 104 ２部摩耶４ 本庄B - 若草B 多井畑B

17:00 TM 神戸FC　D - 多井畑B 本庄B ←結果報告

9:00 91 ２部摩耶２ コリアイーストA - 学園C 新多聞D

9:40 82 ２部六甲４ 新多聞D - SNSC　B 霞ヶ丘B

10:20 92 ２部摩耶２ コリアイーストA - 霞ヶ丘B 学園C

11:00 TM 新多聞D - フレスカC コリアイーストA

11:40 TM 駒ヶ林B - 霞ヶ丘B フレスカC

12:20 153 ３部六甲４ なぎさD - フレスカD 西神中央D

13:00 154 ３部六甲４ 西神中央D - だいちD なぎさD

13:40 TM なぎさD - 小部C だいちD

14:20 TM 西神中央D - 板宿B 小部C

15:00 108 ２部摩耶４ 若草B - 北五葉B ロヴェストB

15:40 76 ２部六甲３ ロヴェストB - 多井畑B 若草B

16:20 107 ２部摩耶４ 井吹台D - 北五葉B フレスカB

17:00 TM ロヴェストB - フレスカB 北五葉B ←結果報告

88 16

月日 場所 KO時間 no リーグ名 対戦相手 対戦相手 審判 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ担当 会場係
13:45 55 １部みなと３ みさきA - 霞ヶ丘A だいちA 霞が丘

14:45 56 １部みなと３ みさきA - だいちA 霞ヶ丘A

15:45 57 １部みなと３ 霞ヶ丘A - だいちA みさきA ←結果報告

13:45 1 １部六甲１ センアーノB - 学園A 夢野の丘A

14:45 2 １部六甲１ センアーノB - 夢野の丘A 学園A

15:45 5 １部六甲１ 学園A - 夢野の丘A センアーノB ←結果報告
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月日 場所 KO時間 no リーグ名 対戦相手 対戦相手 審判 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ担当 会場係
9:00 13 １部六甲３ 神戸FC　A - 井吹台A 八多A 八多

9:40 18 １部六甲３ 西須磨A - 八多A 神戸FC　A

10:40 14 １部六甲３ 神戸FC　A - 西須磨A 井吹台A

11:20 17 １部六甲３ 井吹台A - 八多A 西須磨A

12:30 127 ２部みなと４ 成徳A - 井吹台E ウィングスB

13:10 132 ２部みなと４ コリアウエストA - ウィングスB 成徳A

14:10 128 ２部みなと４ 成徳A - コリアウエストA 井吹台E

14:50 131 ２部みなと４ 井吹台E - ウィングスB コリアウエストA ←結果報告

102 8

月日 場所 KO時間 no リーグ名 対戦相手 対戦相手 審判 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ担当 会場係
13:30 49 １部みなと１ 本庄A - 千代が丘A 木津A 木津

14:30 50 １部みなと１ 本庄A - 木津A 千代が丘A

15:30 51 １部みなと１ 千代が丘A - 木津A 本庄A ←結果報告
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結果報告（当日20:00まで）⇒ kobe4syuleague@yahoo.co.jp
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月日 場所 KO時間 no リーグ名 対戦相手 対戦相手 審判 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ担当 会場係
9:00 19 １部六甲４ コスモA - 新多聞A 若草A

9:40 4 １部六甲１ 学園A - 若草A コスモA

10:20 20 １部六甲４ コスモA - 板宿A 学園A

11:00 TM 学園A - 多井畑A 板宿A

11:40 87 ２部摩耶１ コスモD - 有野D 箕谷B

12:20 93 ２部摩耶２ コリアイーストA - 箕谷B コスモD

13:00 TM コスモD - ウィングスB コリアイーストA

13:40 TM コリアイーストA - コリアウエストA ウィングスB

14:20 141 ３部六甲２ 高羽C - ウィングスC 王子C

15:00 147 ３部六甲３ 王子C - 鹿の子台B ウィングスC

15:40 143 ３部六甲２ 新多聞F - ウィングスC 高羽C

16:20 TM 井吹台G - 鹿の子台B 新多聞F

17:00 TM 高羽C - 新多聞F 鹿の子台B ←結果報告

9:00 24 １部六甲４ 板宿A - 小部A 東舞子A

9:40 10 １部六甲２ 東舞子A - 多井畑A 小部A

10:20 23 １部六甲４ 新多聞A - 小部A 多井畑A

11:00 TM 東舞子A - 若草A 新多聞A

11:40 129 ２部みなと４ 成徳A - ウィングスB コリアウエストA

12:20 130 ２部みなと４ 井吹台E - コリアウエストA 成徳A

13:00 TM 成徳A - 有野D 井吹台E

13:40 TM 井吹台E - 箕谷B 有野D

14:20 172 ３部みなと２ コスモI - 霞ヶ丘C 井吹台G

15:00 148 ３部六甲３ 井吹台G - 多井畑C コスモI

15:40 173 ３部みなと２ コスモI - 木津B 霞ヶ丘C

16:20 TM 王子C - 多井畑C 木津B

17:00 174 ３部みなと２ 霞ヶ丘C - 木津B 多井畑C ←結果報告

9:00 25 １部摩耶１ なぎさA - ロヴェストA マリノA

9:40 31 １部摩耶２ 三宮A - マリノA なぎさA

10:20 26 １部摩耶１ なぎさA - 高倉台A 三宮A

11:00 32 １部摩耶２ 三宮A - 有瀬A 高倉台A

11:40 37 １部摩耶３ 神戸FC　B - 岩岡A 井吹台B

12:20 43 １部摩耶４ 東灘A - 井吹台B 神戸FC　B

13:00 38 １部摩耶３ 神戸FC　B - 蓮池A 東灘A

13:40 44 １部摩耶４ 東灘A - 駒ヶ林A 蓮池A

14:20 52 １部みなと２ 鶴甲A - ヨーケンA センアーノB

15:00 3 １部六甲１ センアーノB - 夢野の丘A 鶴甲A

15:40 53 １部みなと２ 鶴甲A - 鹿の子台A ヨーケンA

16:20 TM センアーノB - 箕谷A 鹿の子台A

17:00 54 １部みなと２ ヨーケンA - 鹿の子台A 箕谷A ←結果報告

9:00 30 １部摩耶１ 高倉台A - 押部A 有瀬A

9:40 36 １部摩耶２ 有瀬A - ウィングスA 押部A

10:20 29 １部摩耶１ ロヴェストA - 押部A ウィングスA

11:00 35 １部摩耶２ マリノA - ウィングスA ロヴェストA

11:40 42 １部摩耶３ 蓮池A - 玉津A 駒ヶ林A

12:20 48 １部摩耶４ 駒ヶ林A - 有野A 玉津A

13:00 41 １部摩耶３ 岩岡A - 玉津A 有野A

13:40 47 １部摩耶４ 井吹台B - 有野A 岩岡A

14:20 58 １部みなと４ 神戸SS　A - 新多聞B 高羽A

15:00 9 １部六甲２ 高羽A - 箕谷A 神戸SS　A

15:40 59 １部みなと４ 神戸SS　A - SNSC　A 新多聞B

16:20 TM 高羽A - 夢野の丘A SNSC　A

17:00 60 １部みなと４ 新多聞B - SNSC　A 夢野の丘A ←結果報告
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月日 場所 KO時間 no リーグ名 対戦相手 対戦相手 審判 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ担当 会場係
13:40 64 ２部六甲１ 東舞子B - SVIC　A 有野B

14:25 75 ２部六甲３ 東灘B - 有野B 東舞子B

15:10 TM ヴィッセルB - 東舞子B 東灘B

15:55 TM 東灘B - 蓮池B 小部B ←結果報告

13:40 71 ２部六甲２ ヴィッセルB - 小部B マリノB

14:25 88 ２部摩耶１ マリノB - 蓮池B ヴィッセルB

15:10 TM SVIC　A - 小部B 蓮池B

15:55 TM マリノB - 有野B SVIC　A ←結果報告
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フレスカ人工芝

第2-Ａ

9:00-17:00

フレスカ人工芝

第2-Ｂ

9:00-17:00

参加の

チーム

すべて

参加の

チーム

すべて

得点

12/13

（日）

垂水健康公園　　A

（霞ヶ丘SC）

13:00-17:00

垂水健康公園　　B

（霞ヶ丘SC）

13:00-17:00

参加の

チーム

すべて

参加の

チーム

すべて

参加の

チーム

すべて

参加の

チーム

すべて

mailto:kobe4syuleague@yahoo.co.jp
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月日 場所 KO時間 no リーグ名 対戦相手 対戦相手 審判 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ担当 会場係
9:15 15 １部六甲３ 神戸FC　A - 八多A 西須磨A

10:00 16 １部六甲３ 井吹台A - 西須磨A 神戸FC　A

10:45 TM 神戸FC　A - 小部A 井吹台A

11:30 TM 井吹台A - 板宿A 小部A

12:15 111 ２部みなと１ なぎさA - 箕谷C 西神中央C

13:00 117 ２部みなと２ コスモE - 西神中央C なぎさA

13:45 123 ２部みなと３ 灘B - 夢野の丘B 高倉台B

14:30 TM なぎさA - 高倉台B 夢野の丘B

15:15 TM コスモE - SNSC　C 灘B

16:00 TM 灘B - 西須磨B コスモE ←結果報告

9:15 21 １部六甲４ コスモA - 小部A 板宿A

10:00 22 １部六甲４ 新多聞A - 板宿A コスモA

10:45 TM コスモA - 八多A 新多聞A

11:30 TM 新多聞A - 西須磨A 八多A

12:15 112 ２部みなと１ 岩岡C - 高倉台B SNSC　C

13:00 118 ２部みなと２ 玉津B SNSC　C 岩岡C

13:45 124 ２部みなと３ 新多聞E - 西須磨B 箕谷C

14:30 TM 岩岡C - 箕谷C 西須磨B

15:15 TM 玉津B - 西神中央C 新多聞E

16:00 TM 新多聞E - 夢野の丘B 玉津B ←結果報告

9:15 27 １部摩耶１ なぎさA - 押部A 高倉台A

10:00 28 １部摩耶１ ロヴェストA - 高倉台A なぎさA

10:45 34 １部摩耶２ マリノA - 有瀬A 玉津A

11:30 TM なぎさA - 玉津A マリノA

12:15 TM ロヴェストA - 蓮池A 有瀬A

13:00 TM マリノA - 駒ヶ林A ロヴェストA

13:45 99 ２部摩耶３ みさきB - 西神中央B だいちB

14:25 100 ２部摩耶３ 塩屋B - だいちB みさきB

15:25 TM みさきB - 北五葉B 塩屋B

16:05 TM 塩屋B - 若草B 北五葉B ←結果報告

9:15 39 １部摩耶３ 神戸FC　B - 玉津A 蓮池A

10:00 40 １部摩耶３ 岩岡A - 蓮池A 神戸FC　B

10:45 46 １部摩耶４ 井吹台B - 駒ヶ林A 押部A

11:30 TM 神戸FC　B - 押部A 井吹台B

12:15 TM 岩岡A - 高倉台A 駒ヶ林A

13:00 TM 井吹台B - 駒ヶ林A 岩岡A

13:45 105 ２部摩耶４ 本庄B - 北五葉B 若草B

14:30 106 ２部摩耶４ 井吹台D - 若草B 本庄B

15:15 TM 本庄B - 西神中央B 井吹台D

16:00 TM 井吹台D - だいちB 西神中央B ←結果報告

170 20

月日 場所 KO時間 no リーグ名 対戦相手 対戦相手 審判 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ担当 会場係
9:15 166 3部摩耶４ コスモH - ロヴェストC 蓮池C

10:00 144 ３部六甲２ 蓮池C - ウィングスC コスモH

10:45 167 ３部摩耶４ コスモH - 箕谷D ロヴェストC

11:30 TM 蓮池C - ウィングスC 箕谷D

12:15 168 ３部摩耶４ ロヴェストC - 箕谷D ウィングスC ←結果報告

13:00 -
13:45 -
14:30 -
15:15 -
16:00 -
9:15 6 １部六甲１ 若草A - 夢野の丘A 三宮A

10:00 33 １部摩耶２ 三宮A - ウィングスA 若草A

10:45 45 １部摩耶４ 東灘A - 有野A ウィングスA

11:30 TM 若草A - ウィングスA 東灘A

12:15 TM 夢野の丘A - 東灘A 有野A

13:00 TM 三宮A - 有野A 夢野の丘A ←結果報告

13:45 -
14:30 -
15:15 -
16:00 -
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参加の

チーム

すべて

参加の

チーム

すべて

参加の

チーム

すべて

参加の

チーム

すべて

参加の

チーム

すべて

参加の

チーム

すべて

得点

12/20

（日）

神戸FP岩岡　　A-1

9:00-17:00

神戸FP岩岡　　A-2

9:00-17:00

得点

12/19

（土）

神戸FP岩岡　　A-1

9:00-17:00

神戸FP岩岡　　A-2

9:00-17:00

神戸FP岩岡　　B-1

9:00-17:00

神戸FP岩岡　　B-2

9:00-17:00
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