
2018年12月31日現在
月 日 曜日 会場 時間 主審 ４審

9:00 大庄北 1-2 大成 ﾐｭｰﾄｽ 明倫ｸﾗﾌﾞ

10:30 明倫ｸﾗﾌﾞ 0-7 ﾐｭｰﾄｽ 大庄北 大成

13:00 小田北 10-1 立花 小園 成良 13:00 小田 0-3 ﾐｭｰﾄｽ 常陽・AFC VIVO

14:15 成良 0-6 園田 立花 尼朝 14:30 常陽・AFC 3-8 VIVO ﾐｭｰﾄｽ 小田

15:30 小園 11-0 尼朝 小田北 園田

9:00 大庄 1-0 塚口 成良 ﾐｭｰﾄｽ

10:15 園田 5-1 ﾐｭｰﾄｽ 塚口 小園

11:30 小園 12-0 成良 大庄 園田

13:00 大成 - ﾘｹﾞﾙ 明倫ｸﾗﾌﾞ 小園 13:00 武庫東 - 小田 VIVO 大庄北

14:15 明倫ｸﾗﾌﾞ - 成良 ﾘｹﾞﾙ ﾐｭｰﾄｽ 14:15 VIVO - 南武 小田 小田北

15:30 小園 - ﾐｭｰﾄｽ 大成 成良 15:30 大庄北 - 小田北 武庫東 南武

13:00 大庄 - 常陽・AFC 小園 ﾐｭｰﾄｽ

14:15 小園 - 武庫東 常陽・AFC 成良

15:30 成良 - ﾐｭｰﾄｽ 大庄 武庫東

13:00 立花 - ﾘｹﾞﾙ 園田 武庫東

14:15 明倫ｸﾗﾌﾞ - 武庫東 立花 小田

15:30 小田 - 園田 ﾘｹﾞﾙ 明倫ｸﾗﾌﾞ

9:00 塚口 - 常陽・AFC 明倫ｸﾗﾌﾞ 武庫東

10:15 小田 - 明倫ｸﾗﾌﾞ 常陽・AFC 尼朝

11:30 武庫東 - 尼朝 塚口 小田

13:00 小田北 - ﾘｹﾞﾙ 尼朝 小田

14:15 小園 - 小田 ﾘｹﾞﾙ 明倫ｸﾗﾌﾞ

15:30 明倫ｸﾗﾌﾞ - 尼朝 小田北 小園

13:00 大成 - 立花 小田 明倫ｸﾗﾌﾞ 13:00 南武 - 塚口 武庫東 成良

14:15 園田 - 明倫ｸﾗﾌﾞ 大成 尼朝 14:30 武庫東 - 成良 南武 塚口

15:30 小田 - 尼朝 園田 立花

9:00 塚口 - VIVO 尼朝 ﾐｭｰﾄｽ 9:00 大庄北 - ﾘｹﾞﾙ 成良 小田

10:15 園田 - 尼朝 VIVO 武庫東 10:30 小田 - 成良 大庄北 ﾘｹﾞﾙ

11:30 武庫東 - ﾐｭｰﾄｽ 塚口 園田

13:00 VIVO - 大庄 園田 小園 13:00 大成 - 小田北 南武 常陽・AFC

14:15 武庫東 - 園田 VIVO 明倫ｸﾗﾌﾞ 14:15 常陽・AFC - 南武 ﾐｭｰﾄｽ 尼朝

15:30 小園 - 明倫ｸﾗﾌﾞ 大庄 武庫東 15:30 尼朝 - ﾐｭｰﾄｽ 小田北 大成

13:00 大庄北 - 立花 園田 小園 9:00 大庄 - 南武 尼朝 成良

14:30 小園 - 園田 立花 大庄北 10:30 成良 - 尼朝 南武 大庄
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２０１８　第６回ドリームリーグ日程表（改訂版）
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