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◆参加：１１チーム

◆出場資格：昭和４２年３月３１日以前生まれの協会登録済選手。

◆エントリー人数：大会エントリーは、最大３０名以内、各試合においては、その中から１８名以内とする。

◆選手交代：交代要員は７名とし、自由な交代を認める。

◆順位決定方法 ◆試合球：軽量球使用（４００ｇ：協会用意）

グループ ユニフォーム

赤・黒　／　緑

赤　／　白

白　／　藤色

エンジ　／　白

青　／　白

水色　／　赤・白

白・青　／　エンジ

黄　／　緑

白　／　黄

青　／　白

赤　／　白

◆参加：１１チーム

◆出場資格：昭和５２年３月３１日以前生まれの協会登録済選手。

◆エントリー人数：大会エントリーは、最大３０名以内、各試合においては、その中から１８名以内とする。

◆選手交代：交代要員は７名とし、自由な交代を認める。

◆順位決定方法 ◆試合球：一般球使用（協会用意）

グループ ユニフォーム

レッド　／　ブルー

オレンジ　／　白

水色　／　白

青白縞　／　えんじ

黄色　／　白

黄　／　緑

赤　／　白

赤黒　／　白

青　／　白

青　／　白

赤　／　白

※但し、現時点でシニア登録できない「１９７６年（昭和５１年）４月１日～１９７７年（昭和５２年）３月３１日生まれ」の選手ついて
は、　　　　　　　　　　　当該チーム　　にて２０１６年度に選手登録を行う事を条件として、大会登録・試合出場を認める。なお、
この人数については制限を設けない。

　②得失点差 ＦＣ大阪ＶＩＤＡ

Ｃ

参加チーム【予選リーグ】

　同点の場合

Ｂ
　延長戦（５分-５分）、ＰＫ方式（5人）

◆審判員は、主審・副審とも協会派遣とする ＦＣ岸和田シニア

箕面ホーリン

高槻ドリームス

大阪フットボールクラブ

堺けまり団

第４回大阪シニアサッカーリーグ【Ｏ-４０】

◆試合方式：Ｃ／Ｄ 2グループに分かれ、１回戦総当り後、上位同一順位同士で順位決定戦を実施。２５分ハーフ

Ａ
　③総得点

　④当該チームの対戦成績

　⑤抽選

　①勝点（勝：3、分：1、敗：0）の合計が多い順

【順位決定戦】

ニコルスＦＣシニア

堺ホリディシニア

大阪オールドボーイズ

帝陵シニアクラブ

 高槻九中サッカー部ＯＢ会

　延長戦（５分-５分）、ＰＫ方式（5人）

アトムズシニア

ＦＣ阪同隊シニア

交野フットボールクラブシニア

マイスターＦＣシニア

箕面ホーリン

　①勝点（勝：3、分：1、敗：0）の合計が多い順

　②得失点差

　③総得点

　④当該チームの対戦成績

　⑤抽選

【順位決定戦】

　同点の場合

大阪フットボールクラブ

Ｄ◆審判員は、主審・副審とも協会派遣とする

ｓｋＦＣ

大阪オールドボーイズ

高槻ドリームス

ニコルスFCシニア

堺ホリディシニア

第４回大阪シニアサッカーリーグ【Ｏ-５０】

◆試合方式：Ａ／Ｂ 2グループに分かれ、１回戦総当り後、上位同一順位同士で順位決定戦を実施。２０分ハーフ

参加チーム【予選リーグ】
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◆対戦スケジュール

フィールド ﾏｯﾁNo, キックオフ

Ｌ１ 8:30 交野ＦＣシニア － アトムズシニア

Ｌ２ 9:40 箕面ホーリン － ニコルスＦＣシニア

Ｌ３ 10:50 交野ＦＣシニア － マイスターＦＣシニア

Ｌ４ 12:00 箕面ホーリン － 大阪オールドボーイズ

Ｌ５ 13:10 アトムズシニア － 大阪フットボールクラブ

Ｌ６ 14:20 ニコルスＦＣシニア － 大阪オールドボーイズ

Ｌ７ 15:30 マイスターＦＣシニア － 大阪フットボールクラブ

フィールド ﾏｯﾁNo, キックオフ

Ｈ１ 8:00 ニコルスＦＣシニア － ＦＣ大阪ＶＩＤＡ

Ｈ２ 9:00 大阪フットボールクラブ － 高槻ドリームス

Ｈ３ 10:00 ニコルスＦＣシニア － 堺ホリディシニア

Ｈ４ 11:00 帝陵シニアクラブ － 大阪オールドボーイズ

Ｈ５ 12:00 大阪フットボールクラブ － ＦＣ岸和田シニア

Ｈ６ 13:00 ＦＣ大阪ＶＩＤＡ － 堺ホリディシニア

Ｈ７ 14:00 帝陵シニアクラブ －  高槻九中サッカー部ＯＢ会

Ｈ８ 15:00 高槻ドリームス － ＦＣ岸和田シニア

Ｈ９ 16:00 大阪オールドボーイズ －  高槻九中サッカー部ＯＢ会

フィールド ﾏｯﾁNo, キックオフ

Ｌ８ 8:30 大阪フットボールクラブ － 高槻ドリームス

Ｌ９ 9:40 ニコルスＦＣシニア － ＦＣ阪同隊シニア

Ｌ１０ 10:50 交野ＦＣシニア － 高槻ドリームス

Ｌ１１ 12:00 ニコルスＦＣシニア － 堺ホリディシニア

Ｌ１２ 13:10 大阪フットボールクラブ － ｓｋＦＣ

Ｌ１３ 14:20 ＦＣ阪同隊シニア － 堺ホリディシニア

Ｌ１４ 15:30 交野ＦＣシニア － ｓｋＦＣ

２月７日（日）
Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺

【Ｏ-４０】

対戦カード（スコア）

Ｓ１０

１月１０日（日）
Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺

【Ｏ-４０】

対戦カード（スコア）

Ｓ１２

１月２３日（土）
Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺

【Ｏ-５０】

対戦カード（スコア）

Ｓ９
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フィールド ﾏｯﾁNo, キックオフ

Ｈ１０ 8:00 堺ホリディシニア － 大阪オールドボーイズ

Ｈ１１ 9:00 堺けまり団 － 箕面ホーリン

Ｈ１２ 10:00 堺ホリディシニア － 帝陵シニアクラブ

Ｈ１３ 11:00 ＦＣ大阪ＶＩＤＡ － 大阪オールドボーイズ

Ｈ１４ 12:00 大阪フットボールクラブ － 箕面ホーリン

Ｈ１５ 13:00 ＦＣ大阪ＶＩＤＡ －  高槻九中サッカー部ＯＢ会

Ｈ１６ 14:00 ニコルスＦＣシニア － 帝陵シニアクラブ

Ｈ１７ 15:00 大阪フットボールクラブ － 堺けまり団

Ｈ１８ 16:00 ニコルスＦＣシニア －  高槻九中サッカー部ＯＢ会

フィールド ﾏｯﾁNo, キックオフ

Ｌ１５ 8:30 大阪オールドボーイズ － 堺ホリディシニア

Ｌ１６ 9:40 アトムズシニア － マイスターＦＣシニア

Ｌ１７ 10:50 箕面ホーリン － 堺ホリディシニア

Ｌ１８ 12:00 交野ＦＣシニア － 大阪フットボールクラブ

Ｌ１９ 13:10 大阪オールドボーイズ － ＦＣ阪同隊シニア

Ｌ２０ 14:20 ｓｋＦＣ － 高槻ドリームス

Ｌ２１ 15:30 箕面ホーリン － ＦＣ阪同隊シニア

フィールド ﾏｯﾁNo, キックオフ

Ｈ１９ 8:30 高槻ドリームス － 堺けまり団

Ｈ２０ 9:30 ニコルスＦＣシニア － 大阪オールドボーイズ

Ｈ２１ 10:30 高槻ドリームス － 箕面ホーリン

Ｌ２２ 11:30 アトムズシニア － ｓｋＦＣ

Ｈ２２ 12:40 ＦＣ岸和田シニア － 堺けまり団

Ｌ２３ 13:40 アトムズシニア － 高槻ドリームス

Ｈ２３ 14:50 ＦＣ岸和田シニア － 箕面ホーリン

Ｌ２４ 15:50 マイスターＦＣシニア － ｓｋＦＣ

Ｈ２４ 17:00 ＦＣ大阪ＶＩＤＡ － 帝陵シニアクラブ

Ｌ２５ 18:00 マイスターＦＣシニア － 高槻ドリームス

Ｈ２５ 19:10 堺ホリディシニア －  高槻九中サッカー部ＯＢ会

フィールド ﾏｯﾁNo, キックオフ

Ｈ２６ 8:30 Ａ－３位 － Ｂ－３位

Ｌ２６ 9:50 Ｃ－３位 － Ｄ－１位

Ｈ２７ 11:20 Ａ－２位 － Ｂ－２位

Ｌ２７ 12:40 Ｃ－２位 － Ｄ－２印

Ｈ２８ 14:10 Ａ－１位 － Ｂ－１位

Ｌ２８ 15:30 Ｃ－１位 － Ｄ－１位

３月１３日（日）
Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺

【Ｏ-４０】
【Ｏ-５０】

※順位決定戦

対戦カード（スコア）

Ｓ１５

２月２１日（日）
Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺

【Ｏ-４０】

対戦カード（スコア）

Ｓ１６

３月６日（日）
Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺

【Ｏ-４０】
【Ｏ-５０】

対戦カード（スコア）

Ｓ１１

２月２１日（日）
Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺

【Ｏ-５０】

対戦カード（スコア）

Ｓ１５
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