
第14回神奈川県女子フットサルリーグ2019 日程表

2019.9.29（更新）

【第１４日】

伊勢原総合体育館 （15：00～21：00）

設営集合時間　１４：４５

リベルタ４５０

横浜ウインズ YSCCコスモス

№ ｷｯｸｵﾌ 区分 ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名 オフィシャル

1 16:00 1部 カルチェット 湘南FCペローダ リベルタ450・ヴィエントFC

2 17:35 1部 横浜ウインズ YSCCコスモス リベルタ450・ヴィエントFC

3 19:10 1部 アズヴェール藤沢 PSTCロンドリーナヴァレンチ リベルタ450・ヴィエントFC

4

5

会場撤収： アズヴェール藤沢 PSTCロンドリーナヴァレンチ

備品持帰り： ラインテープ： アズヴェール藤沢

【第１５日】

１０月２２日(火祝) 秦野市総合体育館 （9：00～21：30）

設営集合時間　８：３０

ヴィエントFC PSTCロンドリーナヴァレンチ

№ ｷｯｸｵﾌ 区分 ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名 運　営

1 10:30 ef-1 秦野FC - ジュラーレ セウパレータ

2 11:45 1部 ヴィエントFC - PSTCロンドリーナヴァレンチ リベルタ450

3 13:20 ef-1 セウパレータ - ヘッジホッグ 秦野FC

4 14:35 ef-1 ノース - フルリール アラリガータ

5 15:50 1部 アズヴェール藤沢 - リベルタ450 PSTCロンドリーナヴァレンチ

6 17:25 ef-1 アラリガータ - グルア ノース

7 18:40 1部 桐蔭横浜エッグプラント - ラスマレーザ アズヴェール藤沢

会場撤収： 桐蔭横浜エッグプラント ラスマレーザ

備品持帰り： 桐蔭横浜エッグプラント ラインテープ： ラスマレーザ

（アズヴェール藤沢）

得点

リベルタ450・ヴィエントFC各5名ずつ計10名で運営

PSTCロンドリーナヴァレンチ

備品持参： PSTCロンドリーナヴァレンチ

10月5日（土）

備品持参：

会場設営：

会場設営：

得点



【第１６日】

横須賀北体育会館 （9：00～21：00）

設営集合時間　８：４５

リベルタ450 桐蔭横浜エッグプラント

№ ｷｯｸｵﾌ 区分 ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名 運　営

1 10:30 ef-2 ノーナFC プルメリア 横浜市大アニモ

2 11:45 1部 リベルタ450 桐蔭横浜エッグプラント カルチェット

3 13:20 ef-2 神奈川大学女子サッカー部 ティグレブランカ プルメリア

4 14:35 1部 アズヴェール藤沢 湘南FCペローダ リベルタ450

5 16:10 ef-2 アトラクティーボ 横浜市大アニモ ティグレブランカ

6 17:25 1部 ヴィエントFC カルチェット アズヴェール藤沢

7

8

会場撤収： ヴィエントFC カルチェット

備品持帰り： ヴィエントFC ﾗｲﾝﾃｰﾌﾟ カルチェット

【第１７日】

横須賀南体育会館 （9：00～21：00）

設営集合時間　８：４５

PSTCロンドリーナヴァレンチ ラスマレーザ

№ ｷｯｸｵﾌ 区分 ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名 運　営

1 10:30 1部 ヴィエントFC 横浜ウインズ カルチェット

2 12:05 1部 PSTCロンドリーナヴァレンチ ラスマレーザ 桐蔭横浜エッグプラント

3 13:40 1部 アズヴェール藤沢 カルチェット 横浜ウインズ

4 15:15 1部 湘南FCペローダ 桐蔭横浜エッグプラント ラスマレーザ

5 16:50 1部 YSCCコスモス リベルタ450 アズヴェール藤沢

6

会場撤収： YSCCコスモス リベルタ450

備品持帰り： YSCCコスモス ラインテープ： リベルタ450

【第１８日】 【第１８日】

横須賀北体育会館 （9：00～21：00） 12月15日(日) 秦野市総合体育館(9:00～17:00)

集合時間　８：４５ 集合時間　８：３０

YSCCコスモス ジュラーレ

湘南FCペローダ YSCCコスモス ジュラーレ

№ ｷｯｸｵﾌ 区分 ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名 運　営 № ｷｯｸｵﾌ 区分 ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名 オフィシャル

1 10:30 1部 カルチェット - 桐蔭横浜エッグプラント ヴィエントFC 1 10:30 ef-1 秦野FC - ヘッジホッグ グルア

2 12:05 1部 湘南FCペローダ - YSCCコスモス リベルタ450 2 11:45 ef-1 セウパレータ - ジュラーレ フルリール

3 13:40 1部 横浜ウインズ - ラスマレーザ カルチェット 3 13:00 ef-1 ノース - グルア ヘッジホッグ

4 15:15 1部 ヴィエントFC - アズヴェール藤沢 YSCCコスモス 4 14:15 ef-1 アラリガータ - フルリール ジュラーレ

5 16:50 1部 PSTCロンドリーナヴァレンチ - リベルタ450 ラスマレーザ -

6 - -

- アラリガータ フルリール

- KFF(ef-1担当） ラインテープ： フルリール

会場撤収： PSTCロンドリーナヴァレンチ リベルタ450

備品持帰り： KFF ラインテープ： ラスマレーザ

セウパレータ

得点 得点

会場撤収：

備品持帰り：

会場設営：

得点

12月8日(日)

備品持参： ヴィエントFC

得点

12月15日(日)

備品持参： 備品持参：

会場設営： 会場設営：

11月30日（土）

備品持参： 桐蔭横浜エッグプラント（アズヴェール藤沢）

会場設営：



【第１9日】

１月５日(日) （9：00～21：00） (1面)

集合時間　８：４５

KFF(ef-2担当）

ティグレブランカ 横浜市大アニモ

№ ｷｯｸｵﾌ 区分 ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名 運　営

1 10:30 ef-2 神奈川大学女子サッカー部 - アトラクティーボ ノーナFC

2 11:45 ef-2 ティグレブランカ - 横浜市大アニモ アトラクティーボ

3 13:00 ef-2 横須賀ガリーニャ - ノーナFC 横浜市大アニモ

4 14:15 ef-1 グルア - フルリール ジュラーレ

5 15:30 ef-1 ノース - アラリガータ セウパレータ

6 16:45 ef-1 ヘッジホッグ - ジュラーレ グルア

6 18:00 ef-1 秦野FC - セウパレータ アラリガータ

-

会場撤収： 秦野FC セウパレータ

備品持帰り： KFF(ef-2担当） ラインテープ： 秦野FC

得点

ひらつかアリーナ

備品持参：

会場設営：


