
2008/03/12現在

節 開催日 曜日 キックオフ 会場 運営（記録・四審） 備考

第１節 ヴィスポさやま vs バニーズ京都SPIELEN 4/20 日 10:00 太陽が丘陸上 バニーズ バニーズ前座

高田ＦＣソヒィーゾ vs USED ＦＣ高槻 4/20 日 13:00 橿原多目的 元気（１部） 関西Ｌ１と同会場

栗東ＦＣ LIBRO vs 京都暁ＦＣ 11:00 メニーナ

メニーナ神戸ＳＣ vs 豊津女子ＦＣ 13:00 栗東

城陽AZUL vs おおつヴィクトリーズＳＣ 4/20 日 13:00 洛西浄化センター 紫光（１部） 関西Ｌ１と同会場

第２節 高田ＦＣソヒィーゾ vs バニーズ京都SPIELEN 11:20 メニーナ

メニーナ神戸ＳＣ vs 京都暁ＦＣ 13:00 高田

栗東ＦＣ LIBRO vs USED ＦＣ高槻 10:00 おおつ

ヴィスポさやま vs おおつヴィクトリーズＳＣ 12:00 USED

城陽AZUL vs 豊津女子ＦＣ 4/29 祝 10:00 三木防災第２陸上 三木（１部） 関西Ｌ１と同会場

第３節 高田ＦＣソヒィーゾ vs ヴィスポさやま 13:00 おおつ

豊津女子ＦＣ vs おおつヴィクトリーズＳＣ 15:00 高田

栗東ＦＣ LIBRO vs バニーズ京都SPIELEN 17:00 栗東

城陽AZUL vs 京都暁ＦＣ 5/11 日 13:00 洛西浄化センター 紫光（１部） 関西Ｌ１と同会場

メニーナ神戸ＳＣ vs USED ＦＣ高槻 5/25 日 12:00 三木防災第１球技場 関西Ｌ１と同会場

第４節 栗東ＦＣ LIBRO vs ヴィスポさやま 10:00

京都暁ＦＣ vs 豊津女子ＦＣ 12:00

高田ＦＣソヒィーゾ vs おおつヴィクトリーズＳＣ 14:00

メニーナ神戸ＳＣ vs バニーズ京都SPIELEN 5/10 土 14:00 太陽が丘陸上 バニーズ バニーズ後座

城陽AZUL vs USED ＦＣ高槻 5/18 日 11:00 洛西浄化センター 暁

第５節 城陽AZUL vs バニーズ京都SPIELEN 5/25 日 14:00 三木防災第１球技場 関西Ｌ１と同会場

メニーナ神戸ＳＣ vs ヴィスポさやま 6/8 日 14:00 三木防災第２陸上 関西Ｌ１と同会場

京都暁ＦＣ vs おおつヴィクトリーズＳＣ 10:00

USED ＦＣ高槻 vs 豊津女子ＦＣ 12:00

栗東ＦＣ LIBRO vs 高田ＦＣソヒィーゾ 14:00

第６節 栗東ＦＣ LIBRO vs おおつヴィクトリーズＳＣ 10:00

USED ＦＣ高槻 vs 京都暁ＦＣ 11:30

メニーナ神戸ＳＣ vs 高田ＦＣソヒィーゾ 7/13 日 13:00 しあわせの村 関西Ｌ１と同会場

バニーズ京都SPIELEN vs 豊津女子ＦＣ 11:00

城陽AZUL vs ヴィスポさやま 13:00

第７節 USED ＦＣ高槻 vs おおつヴィクトリーズＳＣ 10:00

ヴィスポさやま vs 豊津女子ＦＣ 12:00

メニーナ神戸ＳＣ vs 栗東ＦＣ LIBRO 14:00

城陽AZUL vs 高田ＦＣソヒィーゾ 11:00

バニーズ京都SPIELEN vs 京都暁ＦＣ 13:00

第８節 ヴィスポさやま vs 京都暁ＦＣ 未定 未定 4/13の予定が変更

バニーズ京都SPIELEN vs USED ＦＣ高槻 未定 未定 4/13の予定が変更

メニーナ神戸ＳＣ vs おおつヴィクトリーズＳＣ 6/22 日 14:00 三木防災第２陸上 関西Ｌ１と同会場

城陽AZUL vs 栗東ＦＣ LIBRO 9/7 日 13:00 洛西浄化センター 関西Ｌ１と同会場

高田ＦＣソヒィーゾ vs 豊津女子ＦＣ 10/5 日 11:00 佐野多目的第２

第９節 高田ＦＣソヒィーゾ vs 京都暁ＦＣ 5/18 日 13:00 洛西浄化センター USED

栗東ＦＣ LIBRO vs 豊津女子ＦＣ 5/25 日 14:00 三木防災第２陸上 関西Ｌ１と同会場

城陽AZUL vs メニーナ神戸ＳＣ 6/15 日 11:00 佐野多目的１or２

ヴィスポさやま vs USED ＦＣ高槻 9/7 日 14:00 淡路佐野第３（人工芝） 関西Ｌ１と同会場

バニーズ京都SPIELEN vs おおつヴィクトリーズＳＣ 9/7 日 14:30 園部公園陸上 バニーズ後座

　注） チーム事情などにより一部日程が変則的になっています。正式な日程などは各チームで確認をお願いいたします。

未定

未定

対戦カード

佐野多目的２

ビッグレイクＢ5/11 日

7/20 日 大津市伊香立公園

関西Ｌ１と同会場日4/20

日4/27 三木防災陸上

関西Ｌ１と同会場

6/1 日 大津市伊香立公園

6/15 日 大津市伊香立公園

7/6 日 ビッグレイクＡ

7/27 日 洛西浄化センター

2008年度　関西女子サッカーリーグ（２部）　試合日程

4/29 祝 大津市伊香立公園

7/13 洛西浄化センター日


