
5月11日（リリース版）

＜Ａブロック＞

節 日程 時間 会場 共催

14：00 大経大 ー 大体大

16：15 関学大Ⅰ ー 甲南大

18：30 桃山大Ⅰ ー 大院大 大院大（千里山Ｇ） 1試合開催

13：30 阪南大Ⅰ ー 関学大Ⅱ 阪南大（高見の里Ｇ） Cブロック

15：00 関学大Ⅰ ー 大体大 大体大（人工芝サッカー場） Ｂブロック

15：15 大経大 ー 大院大 大院大（千里山Ｇ） Ｃブロック

13：00 桃山大Ⅰ ー 関学大Ⅱ 桃山大（メインＧ） Ａ・Ｃブロック

15：45 関大RED GROW ー 甲南大 阪南大（高見の里Ｇ） Ｂブロック

15：00 関大RED GROW ー 大体大

17：15 桃山大Ⅰ ー 阪南大Ⅰ

15：15 大経大 ー 関学大Ⅱ 大教大（柏原Ｇ） Ｂブロック

16：00 関学大Ⅰ ー 大院大 大院大（千里山Ｇ） Ｂブロック

15：30 関大RED GROW ー 大院大 関西大（千里山Ｇ） Ｂブロック

14：00 大経大 ー 阪南大Ⅰ

16：15 関学大Ⅰ ー 関学大Ⅱ

15：15 大体大 ー 甲南大 大産大（生駒第９Ｇ） Ｃブロック

14：00 大経大 ー 桃山大Ⅰ 大経大（江口Ｇ） 1試合開催

15：00 大院大 ー 甲南大 大院大（千里山Ｇ） 1試合開催

6月15日（日） 16：00 関学大Ⅰ ー 阪南大Ⅰ 阪南大（高見の里Ｇ） ＊クレーＧ
Ｂブロック

（同時刻開催）

未定 未定 関大RED GROW ー 関学大Ⅱ 未定

13：00 関学大Ⅰ ー 桃山大Ⅰ

15：15 関大RED GROW ー 阪南大Ⅰ

13：00 関学大Ⅱ ー 甲南大 甲南大（六甲アイランドＧ） Ｂブロック

15：00 大院大 ー 大体大 大体大（人工芝サッカー場） Ｂブロック

13：00 関大RED GROW ー 桃山大Ⅰ 桃山大（メインＧ） Ｂブロック

13：30 阪南大Ⅰ ー 甲南大 阪南大（高見の里Ｇ） Ｂブロック

14：00 関学大Ⅰ ー 大経大

16：15 関学大Ⅱ ー 大体大

14：00 関大RED GROW ー 大経大

16：15 桃山大Ⅰ ー 甲南大

15：00 阪南大Ⅰ ー 大体大 大体大（人工芝サッカー場） Ｃブロック

13：00 関学大Ⅱ ー 大院大 大産大（生駒第９Ｇ） Ｃブロック

13：00 関大RED GROW ー 関学大Ⅰ

15：15 阪南大Ⅰ ー 大院大

13：00 桃山大Ⅰ ー 大体大

15：15 大経大 ー 甲南大

＊第2節の桃山大会場のキックオフは5/13に決定

Ｉリーグ2008【関西】前期日程

対戦

6

6月14日（土）

5月17日(土)

5月24日(土)

5月31日(土)

6月8日(日)

6月21日(土)

大体大　試合なし

大経大　試合なし

大院大　試合なし

7月5日(土)

6月28日(土)

大経大（江口Ｇ）

大経大（江口Ｇ）

阪南大Ⅰ　試合なし

桃山大（メインＧ）

7月13日(日)

関学大Ⅰ　　試合なし

大院大（千里山Ｇ）

桃山大（メインＧ）

大経大（江口Ｇ）

甲南大　試合なし

1

関大RED GROW　試合なし

2

3

7

大体大（人工芝サッカー場）

4
大経大（江口Ｇ）

桃山大Ⅰ　試合なし

8

9

5

関学大Ⅱ　　試合なし



5月11日（リリース版）

＜Ｂブロック＞

節 日程 時間 会場 共催

5月17日(土) 14：15 関大ULTRUS ー びわこ大Ⅰ びわこ大（人工芝Ｇ） Ｃブロック

5月18日（日） 13：00 桃山大Ⅱ ー 関学大Ⅲ 桃山大（メインＧ） 1試合開催

未定 立命大Ⅰ ー 阪南大Ⅱ

未定 大教大 ー 同大Ⅰ

12：00 立命大Ⅰ ー びわこ大Ⅰ びわこ大（人工芝Ｇ） Ｃブロック

15：15 桃山大Ⅱ ー 同大Ⅰ 桃山大（メインＧ） A・Ｃブロック

13：30 関大ULTRUS ー 阪南大Ⅱ 阪南大（高見の里Ｇ） Ａブロック

17：15 大教大 ー 関学大Ⅲ 大体大（人工芝サッカー場） Ａブロック

13：00 大教大 ー 阪南大Ⅱ 大教大（柏原Ｇ） Ａブロック

14：00 立命大Ⅰ ー 同大Ⅰ 立命大(原谷Ｇ） Ｃブロック

14：00 関大ULTRUS ー 関学大Ⅲ 大院大（千里山Ｇ） Ａブロック

14：15 桃山大Ⅱ ー びわこ大Ⅰ びわこ大（人工芝Ｇ） Ｃブロック

13：00 桃山大Ⅱ ー 阪南大Ⅱ

15：15 立命大Ⅰ ー 関学大Ⅲ

14：15 大教大 ー びわこ大Ⅰ びわこ大（人工芝Ｇ） Ｃブロック

17：45 関大ULTRUS ー 同大Ⅰ 関西大（千里山Ｇ） Ａブロック

6月14日(土) 16：00 立命大Ⅰ ー 桃山大Ⅱ 桃山大（メインＧ） 1試合開催

13：00 同大Ⅰ ー びわこ大Ⅰ 同大（京田辺Ｇ） Ｃブロック

16：00 関学大Ⅲ ー 阪南大Ⅱ 阪南大（高見の里Ｇ） ＊人工芝Ｇ
Ａブロック

（同時刻開催）

未定 未定 関大ULTRUS ー 大教大 未定

17：15 同大Ⅰ ー 阪南大Ⅱ 同大（京田辺Ｇ） Ｃブロック

15：15 関学大Ⅲ ー びわこ大Ⅰ 甲南大（六甲アイランドＧ） Ａブロック

17：15 関大ULTRUS ー 桃山大Ⅱ 大体大（人工芝サッカー場） Ａブロック

6月22日（日） 13：00 立命大Ⅰ ー 大教大 立命大(原谷Ｇ） 1試合開催

13：00 大教大 ー 桃山大Ⅱ 大教大（柏原Ｇ） Ｃブロック

15：15 関学大Ⅲ ー 同大Ⅰ 桃山大（メインＧ） Ａブロック

15：45 びわこ大Ⅰ ー 阪南大Ⅱ 阪南大（高見の里Ｇ） Ａブロック

16：15 立命大Ⅰ ー 関大ULTRUS 立命大(原谷Ｇ） Ｃブロック

＊第2節の桃山大会場のキックオフは5/13に決定

Ｉリーグ2008【関西】前期日程

対戦

2 5月24日(土)

5月31日(土)

4 6月8日(日)

桃山大（メインＧ）

6月15日（日）

阪南大（高見の里Ｇ）

7 6月28日(土)

1

7月5日（土）

6

5

6月21日（土）

3



5月11日（リリース版）

＜Ｃブロック＞

節 日程 時間 会場 共催

12：00 びわこ大Ⅲ ー 京産大 びわこ大（人工芝Ｇ） Ｂブロック

15：45 びわこ大Ⅱ ー 大産大 阪南大（高見の里Ｇ） Aブロック

10：00 近畿大 ー 関外大 近畿大（ＥキャンパスＧ） 1試合開催

16：30 同大Ⅱ ー 立命大Ⅱ 立命大（原谷Ｇ） 1試合開催

12：00 天理大 ー 大産大 大産大（生駒第９Ｇ） 1試合開催

13：00 びわこ大Ⅲ ー 関外大 大院大（千里山Ｇ） Ａブロック

14：15 びわこ大Ⅱ ー 京産大 びわこ大（人工芝Ｇ） Ｂブロック

17：30 近畿大 ー 立命大Ⅱ 桃山大（メインＧ） Ａ・Ｂブロック

16：00 天理大 ー 京産大

18：15 近畿大 ー 同大Ⅱ

12：00 びわこ大Ⅱ ー 関外大 びわこ大（人工芝Ｇ） Ｂブロック

16：00 びわこ大Ⅲ ー 立命大Ⅱ 立命大（原谷Ｇ） Ｂブロック

14：00 びわこ大Ⅲ ー 同大Ⅱ

16：15 天理大 ー 関外大

12：00 びわこ大Ⅱ ー 立命大Ⅱ びわこ大（人工芝Ｇ） Ｂブロック

13：00 京産大 ー 大産大 大産大（生駒第９Ｇ） Ａブロック

14：30 関外大 ー 大産大

16：45 びわこ大Ⅲ ー 近畿大

14：00 天理大 ー 立命大Ⅱ 立命大（原谷Ｇ） 1試合開催

15：15 びわこ大Ⅱ ー 同大Ⅱ 同大（京田辺Ｇ） Ｂブロック

6月21日(土) 15：00 天理大 ー 同大Ⅱ 同大（京田辺Ｇ） Ｂブロック

16：30 びわこ大Ⅱ ー 近畿大 びわこ大（人工芝Ｇ） 1試合開催

17：00 立命大Ⅱ ー 大産大 大産大（生駒第９Ｇ） 1試合開催

未定 未定 関外大 ー 京産大 未定

12：00 びわこ大Ⅱ ー びわこ大Ⅲ

14：15 同大Ⅱ ー 大産大

15：15 天理大 ー 近畿大 大教大（柏原Ｇ） Ｂブロック

14：00 立命大Ⅱ ー 京産大 立命大（原谷Ｇ） Ｂブロック

14：30 立命大Ⅱ ー 関外大

16：30 天理大 ー びわこ大Ⅲ

11：00 近畿大 ー 大産大 大産大（生駒第９Ｇ） Ａブロック

17：15 同大Ⅱ ー 京産大 大体大（人工芝サッカー場） Ａブロック

13：00 びわこ大Ⅲ ー 大産大

15：15 天理大 ー びわこ大Ⅱ

13：00 同大Ⅱ ー 関外大

15：15 近畿大 ー 京産大

＊5/24大産大Ｇのキックオフ11：00→12：00（5/12付け変更)

＊第2節の桃山大会場のキックオフは5/13に決定

近畿大　試合なし

6月8日(日)

大産大　試合なし

Ｉリーグ2008【関西】前期日程

同大（京田辺Ｇ）

対戦

天理大　試合なし

同大Ⅱ　試合なし

5月17日(土)

5月18日（日）

5月31日(土)

5月24日(土)

同大（京田辺Ｇ）

立命大Ⅱ　試合なし

2

3

大産大（生駒第９Ｇ）

同大（京田辺Ｇ）

6月14日(土)

6月28日(土)

7月5日(土)

7月13日(日)

6

びわこ大Ⅲ　試合なし

1

4

京産大　試合なし

5

びわこ大（人工芝Ｇ）

6月15日（日）

7

関外大　試合なし

びわこ大Ⅱ　試合なし

6月22日（日）

9

びわこ大（人工芝Ｇ）

8

びわこ大（人工芝Ｇ）


