
月 日 曜日 会場 時間 主審 ４審 会場 時間 主審 ４審

13:00 小田 - 小園 常陽 園田 9:00 塚口 - 南武 武庫東 VIVO

14:15 明倫ｸﾗﾌﾞ - 常陽 小田北 小園 10:30 武庫東 - VIVO 南武 塚口

15:30 園田 - 小田北 明倫ｸﾗﾌﾞ 小田

9:00 成良 - 大成 小園 園田 13:00 武庫東 - ﾐｭｰﾄｽ 立花 塚口

10:15 小田 - 園田 成良 小田北 14:30 立花 - 塚口 武庫東 ﾐｭｰﾄｽ

11:30 小園 - 小田北 小田 大成

13:30 大庄 - 大庄北 VIVO 尼朝

15:00 尼朝 - VIVO 大庄北 大庄

13:00 武庫東 - 小園 塚口 小田 9:00 大庄 - 成良 園田 VIVO

14:15 常陽 - 塚口 武庫東 尼朝 10:30 VIVO - 園田 大庄 成良

15:30 小田 - 尼朝 常陽 小園

9:00 立花 - 南武 小田北 尼朝

10:30 小田北 - 尼朝 南武 立花

13:00 成良 - 大庄北 尼朝 園田 9:00 南武 - 常陽 ﾐｭｰﾄｽ VIVO

14:30 園田 - 尼朝 大庄北 成良 10:30 VIVO - ﾐｭｰﾄｽ 常陽 南武

9:00 園田 - 小園 大成 ﾐｭｰﾄｽ 9:00 小田北 - VIVO 塚口 明倫ｸﾗﾌﾞ

10:15 AFC - 大成 小田 園田 10:30 明倫ｸﾗﾌﾞ - 塚口 VIVO 小田北

11:30 ﾐｭｰﾄｽ - 小田 小園 AFC

9:00 小園 - VIVO AFC 小田北

10:15 小田北 - ﾐｭｰﾄｽ 成良 VIVO

11:30 成良 - AFC ﾐｭｰﾄｽ 小園

9:00 小田北 - 武庫東 大成 尼朝 9:00 小田 - VIVO 明倫ｸﾗﾌﾞ 南武

10:15 大庄北 - 大成 ﾐｭｰﾄｽ 武庫東 10:30 明倫ｸﾗﾌﾞ - 南武 VIVO 小田

11:30 ﾐｭｰﾄｽ - 尼朝 小田北 大庄北

9:00 大庄 - AFC 小田 ﾐｭｰﾄｽ 13:30 常陽 - 立花 尼朝 武庫東

10:15 小田 - 小田北 AFC 小園 15:00 武庫東 - 尼朝 立花 常陽

11:30 小園 - ﾐｭｰﾄｽ 大庄 小田北

13:00 小田 - 武庫東 小園 AFC

14:15 AFC - 大庄北 尼朝 武庫東

15:30 小園 - 尼朝 大庄北 小田

13:00 園田 - 武庫東 明倫ｸﾗﾌﾞ 立花

14:30 明倫ｸﾗﾌﾞ - 立花 園田 武庫東

9:00 大庄 - 大成 園田 ﾐｭｰﾄｽ

10:30 ﾐｭｰﾄｽ - 園田 大成 大庄

13:00 入替戦 主審（２部５位）,４審（２部４位）,ｱｼｽﾀﾝﾄ（入替戦参加ﾁｰﾑ）

14:30 入替戦 主審（２部５位）,４審（２部４位）,ｱｼｽﾀﾝﾄ（入替戦参加ﾁｰﾑ）

塚口

２０１９　第７回ドリームリーグ日程表（確定版）
対戦 対戦

12

14 土 小田

21 土

武庫東
成良

大庄

2

1 土 小田
大庄

2 日 立花

22 土 成良 南武

3

7 土 園田
小田北

14 土 小田北

20 祝 小田北
小田

21 土 大庄
武庫東

26 木 小田

27 金 園田

28 土 大庄

29 日 小田


