
開催日 2022.10.15(土)-16(日)
会 場 J-GREEN堺
主 催 大阪フットボールクラブ

令和４年（2022年）

第28回大阪シニアオープンサッカー
in J-GREEN堺



令和４年（２０２２年）第２８回大阪シニアオープンサッカー inJ-GREEN堺
参加チーム代表者様・連絡責任者様

大会参加のお礼

いつもお世話になりまして有難うございます。
この度は、東京から九州までの４０歳～８０歳の６クラス・４２チームの皆様に

ご参加を頂きまして有難うございました。
お陰様で天候にも恵まれまして又大きな怪我,事故なく予定通り終了することが

出来ましたことをお礼申し上げます。
本大会は、全国のシニアサッカー愛好者の皆様と親睦と友好を図ることを目的と

した交流大会で、勝敗を目的としておりませんが、普段の練習の成果の確認並びに
大会記録として、ご参考までに試合結果をご送付させて頂きますのでご参照頂けれ
ば幸です（添付別紙）
今後共引き続きまして、親しくお付き合いを頂きたく宜しくお願い申し上げます。

令和４年１０月１８
大阪フットボールクラブ

理事長（大会会長） 玉野井 由樹
（事務局・山本保）

(ご参考）来年度令和５年（２０２３年）大会開催日は下記を予定しています。
第１案 令和５年１０月１４日（土）・１５日（日）
第２案 令和５年１０月２１日（土）・２２日（日）



【１０月１５日（土）】

【Sー１０】
 試 合 時 間 クラス

第１試合 11:10 70 2ー１
第２試合 12:00 75 ０ー２
第３試合 12:50 60 ０ー１
第４試合 13:40 40 １ー２
第５試合 14:30 70 １ー０
第６試合 15:20 70 ７ー０
第７試合 16:10 75 1ー０

【１０月１６日（日）】

【Sー９】
 試 合 時 間 クラス

第１試合 9:00 70 1ー２
第２試合 9:45 40 0ー１
第３試合 10:30 50 0ー１
第４試合 11:15 70 3ー１
第５試合 12:00 70 1ー２
第６試合 12:45 40 1ー１
第７試合 13:30 50 1ー２
第８試合 14:15 50 5ー３
第９試合 15:00 70 0ー２

第１０試合 15:45 50 0ー３

【Sー１０】
 試 合 時 間 クラス

第１試合 9:00 70 0ー２
第２試合 9:45 40 0ー２
第３試合 10:30 50 0ー２
第４試合 11:15 40 0ー４
第５試合 12:00 40 1ー１
第６試合 12:45 50 0ー３
第７試合 13:30 40 0ー２
第８試合 14:15 40 6ー１
第９試合 15:00 50 1ー１

第１０試合 15:45 40 0ー１

【Sー１２】
 試 合 時 間 クラス

第１試合 9:00 75 2ー０
第２試合 9:45 75 2ー１
第３試合 10:30 75 1ー２
第４試合 11:15 70 0ー０
第５試合 12:00 75 0ー５
第６試合 12:45 70 5ー２
第７試合 13:30 60 0ー０
第８試合 14:15 80 １－０
第９試合 15:00 70 0ー３

第１０試合 15:45 60 1ー１

【Sー１３】
 試 合 時 間 クラス

第１試合 9:00 60 2ー０
第２試合 9:45 70 3ー０
第３試合 10:30 60 2ー０
第４試合 11:15 60 0ー５
第５試合 12:00 75 1ー０
第６試合 12:45 60 0ー１
第７試合 13:30 60 5ー０
第８試合 14:15 60 3ー０
第９試合 15:00 60 5ー０

第１０試合 15:45 60 0ー３

対 戦 チ ー ム

第２８回大阪シニアオープンサッカー in J-GREEN堺 ２０２２
【戦績表】

三河ロイヤル７０
高知昭和OB会サッカークラブ 愛知ロイヤル７５
福岡六十雀サッカー倶楽部 広島県シニア６０合同チーム

高知昭和OB会サッカークラブ

浜松怪童クラブ 岐阜サッカーOB会
広島県シニア７０合同チーム 茅ヶ崎シニア７０
東京SFL選抜・墨東 大阪フットボールクラブ
SFL東京７５ 広島県シニア７５合同チーム

三河ロイヤル７０ 広島県シニア７０合同チーム
対 戦 チ ー ム

岐阜サッカーOB会 FC岸和田
４４STAR’S 豊中シニアフットボールクラブ
高知昭和OB会サッカークラブ 大阪フットボールクラブ
広島県シニア７０合同チーム 東京SFL選抜・墨東
大阪苅田サッカークラブ 岐阜サッカーOB会
アトムズシニア ４４STAR’S

対 戦 チ ー ム

豊中シニアフットボールクラブ 布施クラブ
伊賀フットボールクラブシニア 花屋敷蹴球俱楽部
布施クラブ 大阪フットボールクラブ

大阪フットボールクラブ 茅ヶ崎シニア７０
浜松怪童クラブ 大阪フットボールクラブ
大阪フットボールクラブ 高槻ドリームス
豊田シニアフットボールクラブ 大阪苅田サッカークラブ
FC岸和田 浜松怪童クラブ
高槻ドリームス 名古屋５００クロウズクラブ
舞洲人フットボールクラブ 豊田シニアフットボールクラブ
大阪フットボールクラブ 大阪狭山FCシニア
名古屋５００クロウズクラブ アトムズシニア
大阪狭山FCシニア 舞洲人フットボールクラブ

高知昭和OB会サッカークラブ 広島県シニア７５合同チーム
愛知ロイヤル７５ SFL東京７５

対 戦 チ ー ム

大阪フットボールクラブ 高知昭和OB会サッカークラブ
茅ヶ崎シニア７０ 三河ロイヤル７０
広島県シニア７５合同チーム 愛知ロイヤル７５
鳥取県シニア70 伊賀フットボールクラブシニア
神戸フットボールクラブ・ベテランズ 鳥取県シニア６０
六甲クラブ 大阪フットボールクラブ・合同チーム
北河内フットボールクラブ 鳥取県シニア70
田辺製薬サッカー部OB 神戸フットボールクラブ・ベテランズ

広島県シニア６０合同チーム 岐阜サッカーOB会
対 戦 チ ー ム

東京SFL選抜・墨東 高知昭和OB会サッカークラブ
岐阜サッカーOB会 福岡六十雀サッカー倶楽部

鳥取県シニア６０ 大阪フットボールクラブ
箕面ホーリン 名古屋５００クロウズクラブ

大阪フットボールクラブ 広島県シニア６０合同チーム
SFL東京７５ 大阪フットボールクラブ
福岡六十雀サッカー倶楽部 シニア岡山FC
名古屋５００クロウズクラブ 田辺製薬サッカー部OB
シニア岡山FC 箕面ホーリン
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