
第16回神奈川県女子フットサルリーグ2021 日程表

【第２日】　 N＝2021.0530

（9：00～17：00）

設営・運営集合時間　8:30

運営５名

湘南FCペローダ

№ ｷｯｸｵﾌ 区分 ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名 ボールパーソン４名

1 10:00 １部 秦野FC - セウパレータ ロンドリーナ

2 11:40 １部 横浜ウインズ - YSCCコスモス カルチェット

3 13:20 １部 ロンドリーナ - 桐蔭横浜大学 秦野FC

4 15:00 １部 カルチェット - グルア YSCCコスモス

5

湘南、YSCC

ラインテープ： グルア

【第３日】　

6月20日(日)　　伊勢原市体育館 (15：00～20：00）　

設営・運営集合時間　14:30

運営５名

【運営】桐蔭横浜大学

№ ｷｯｸｵﾌ 区分 ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名 ボールパーソン４名

1 16:00 １部 湘南FCペローダ - リベルタ450 桐蔭横浜大学

2 17:40 １部 アラリガータ - アトラクティーボ 桐蔭横浜大学

3

4

5

ラインテープ： アトラクティーボ

【第４日】　

7月18日(日)　　横須賀北体育会館 （9：00～21：00）

設営集合時間　8:45

ノーナＦＣ

№ ｷｯｸｵﾌ 区分 ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名 運　営

1 10:30 ef 横浜市大 - スペロ パルメイラ

2 11:45 ef ティグレブランカ - ノーナＦＣ 横浜市大

3 13:00 ef パルメイラ - フェリチータ スぺロ

4 -

5 -

ラインテープ： なし（U-18）

6月12日(土)　　秩父宮記念体育館

備品持参： YSCCコスモス

会場設営： 横浜ウインズ YSCCコスモス

得点

備品持参： 湘南FCペローダ

会場設営： アラリガータ アトラクティーボ

会場撤収： カルチェット グルア

備品持帰り： 湘南FCペローダ

（同日、別会場でU-18あり）

U‐18と併用（1面）

備品持参：

会場設営： ティグレブランカ ノーナＦＣ

得点

会場撤収： アラリガータ アトラクティーボ

備品持帰り： アラリガータ

得点

会場撤収： なし（U-18）

備品持帰り： パルメイラ



第16回神奈川県女子フットサルリーグ2021 日程表
【第５日】

（9：00～21：00）

設営・運営集合時間　8:45 運営５名

前半：アラリガータ

後半：横浜ウインズ

№ ｷｯｸｵﾌ 区分 ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名 ボールパーソン４名

1 10:00 １部 横浜ウインズ - 秦野FC 湘南FCペローダ

2 11:40 １部 リベルタ450 - グルア カルチェット

3 13:20 １部 桐蔭横浜大学 - アトラクティーボ セウパレータ

4 15:00 1部 湘南FCペローダ - YSCCコスモス 秦野FC

5 16:40 1部 カルチェット - アラリガータ リベルタ４５０

6 18:20 1部 ロンドリーナ - セウパレータ アトラクティーボ

7 -

横浜ウインズ、アトラクティーボ

ラインテープ： ロンドリーナ

【第６日】　

7月25日(日)　　横須賀北体育会館 （9：00～21：00）

設営集合時間　8:30

№ ｷｯｸｵﾌ 区分 ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名 運　営

1 10:30 ef ノーナＦＣ - フェリチータ ティグレブランカ

2 11:45 ef パルメイラ - 横浜市大 ノーナＦＣ

3 13:00 ef ティグレブランカ - スペロ フェリチータ

4 -

6

ラインテープ： スペロ

【第7日】　

8月1日(日)　　ひらつかサン・ライフアリーナ （9：00～21：00） 8月1日(日)　　ひらつかサン・ライフアリーナ （9：00～21：00）

Ｂピッチ 設営・運営集合時間　8:30 運営５名 Aピッチ 設営集合時間　8:30

セウパレータ 前半：セウパレータ ティグレブランカ

後半：YSCCコスモス

№ ｷｯｸｵﾌ 区分 ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名 ボールパーソン４名 № ｷｯｸｵﾌ 区分 ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名 運　営

1 10:00 １部 YSCCコスモス - グルア 秦野FC 1 10:30 ef ティグレブランカ - 横浜市大 パルメイラ

2 11:40 １部 カルチェット - リベルタ４５０ アトラクティーボ 2 11:45 ef フェリチータ - スペロ ティグレブランカ

3 13:20 １部 桐蔭横浜大学 - アラリガータ 横浜ウインズ 3 13:00 ef パルメイラ - ノーナＦＣ 横浜市大

4 15:00 1部 湘南FCペローダ - 秦野FC グルア

5 16:40 1部 セウパレータ - アトラクティーボ リベルタ４５０

6 18:20 1部 ロンドリーナ - 横浜ウインズ アラリガータ

YSCC、アラリガータ

ラインテープ： 横浜ウインズ ラインテープ： パルメイラ

7月22日(木祝)　　伊勢原市体育館

備品持参： アラリガータ

会場設営： リベルタ450 グルア

備品持参： パルメイラ

会場設営： パルメイラ 横浜市大

得点

会場撤収： ロンドリーナ セウパレータ

備品持帰り： セウパレータ

備品持参： 備品持参：

会場設営： カルチェット リベルタ４５０ 会場設営：

得点

会場撤収： ティグレブランカ スペロ

備品持帰り： ティグレブランカ

フェリチータ スペロ

得点 得点

会場撤収： ロンドリーナ 横浜ウインズ 会場撤収： パルメイラ ノーナＦＣ

備品持帰り： ロンドリーナ 備品持帰り： ノーナＦＣ
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【第8日】　

8月7日(土)　　県立スポーツセンターアリーナ1 （9：00～21：00） 8月7日(土)　　県立スポーツセンターアリーナ1 （9：00～21：00）

Ｂピッチ 設営・運営集合時間　8:30 運営５名 Aピッチ 設営集合時間　8:30

ロンドリーナ 前半：アトラクティーボ ノーナＦＣ

後半：ロンドリーナ

№ ｷｯｸｵﾌ 区分 ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名 ボールパーソン４名 № ｷｯｸｵﾌ 区分 ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名 運　営

1 10:00 １部 湘南FCペローダ - ロンドリーナ グルア 1 10:30 ef パルメイラ - ティグレブランカ 横浜市大

2 11:40 １部 セウパレータ - アラリガータ 横浜ウインズ 2 11:45 ef ノーナＦＣ - スペロ パルメイラ

3 13:20 １部 YSCCコスモス - リベルタ４５０ 桐蔭横浜大学 3 13:00 ef 横浜市大 - フェリチータ ティグレブランカ

4 15:00 1部 秦野FC - グルア 湘南FCペローダ

5 16:40 1部 横浜ウインズ - アトラクティーボ アラリガータ

6 18:20 1部 カルチェット - 桐蔭横浜大学 YSCCコスモス

ロンドリーナ、YSCC

ラインテープ： 桐蔭横浜大学 ラインテープ： 横浜市大

【第９日】

8月9日(月祝)　　伊勢原市体育館 （9：00～21：00）

設営・運営集合時間　８：３０ 運営５名

前半：グルア

後半：アラリガータ

№ ｷｯｸｵﾌ 区分 ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名 ボールパーソン４名

1 10:00 １部 横浜ウインズ - アラリガータ セウパレータ

2 11:40 １部 カルチェット - YSCCコスモス ロンドリーナ

3 13:20 １部 秦野FC - リベルタ450 アトラクティーボ

4 15:00 1部 セウパレータ - 桐蔭横浜大学 横浜ウインズ

5 16:40 1部 ロンドリーナ - グルア カルチェット

6 18:20 1部 湘南FCペローダ - アトラクティーボ 秦野FC

7

アラリガータ、秦野FC

ラインテープ： 湘南FCペローダ

【第１０日】　

8月15日(日)　　ひらつかサン・ライフアリーナ （9：00～21：00） 8月15日(日)　　ひらつかサン・ライフアリーナ （9：00～21：00）

Ｂピッチ 設営・運営集合時間　8:30 運営５名 Aピッチ 設営集合時間　8:30

アトラクティーボ 前半：湘南FCペローダ フェリチータ

後半：リベルタ４５０

№ ｷｯｸｵﾌ 区分 ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名 ボールパーソン４名 № ｷｯｸｵﾌ 区分 ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名 運　営

1 10:00 １部 ロンドリーナ - リベルタ450 カルチェット 1 10:30 ef 横浜市大 - ノーナＦＣ スぺロ

2 11:40 １部 横浜ウインズ - 桐蔭横浜大学 アラリガータ 2 11:45 ef フェリチータ - ティグレブランカ 横浜市大

3 13:20 １部 秦野FC - YSCCコスモス グルア 3 13:00 ef スペロ - パルメイラ ノーナＦＣ

4 15:00 1部 カルチェット - セウパレータ ロンドリーナ

5 16:40 1部 湘南FCペローダ - アラリガータ 桐蔭横浜大学

6 18:20 1部 グルア - アトラクティーボ YSCCコスモス

リベルタ４５０、YSCC

ラインテープ： アトラクティーボ ラインテープ： パルメイラ

会場設営： セウパレータ アラリガータ 会場設営： ノーナＦＣ スペロ

備品持参： 備品持参：

備品持帰り： カルチェット 備品持帰り： フェリチータ

備品持参： カルチェット

得点 得点

会場撤収： カルチェット 桐蔭横浜大学 会場撤収： 横浜市大 フェリチータ

備品持帰り： アトラクティーボ

備品持参： 備品持参：

会場設営： 横浜ウインズ 桐蔭横浜大学 会場設営：

会場設営： カルチェット YSCCコスモス

得点

会場撤収： 湘南FCペローダ アトラクティーボ

備品持帰り： グルア 備品持帰り： スペロ

フェリチータ ティグレブランカ

得点 得点

会場撤収： グルア アトラクティーボ 会場撤収： スペロ パルメイラ
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【第１１日】　

（13：00～21：00）

設営集合時間　12:30

№ ｷｯｸｵﾌ 区分 ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名 運　営

1 14:45 ef フェリチータ - パルメイラ スぺロ

2 16:00 ef ノーナＦＣ - ティグレブランカ フェリチータ

3 17:15 ef スペロ - 横浜市大 パルメイラ

4 -

5 -

6 -

7

ラインテープ： スペロ

【第１２日】　

（9：00～21：00）

設営・運営集合時間　8:30 運営５名

前半：アトラクティーボ

後半：桐蔭横浜大学

№ ｷｯｸｵﾌ 区分 ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名 ボールパーソン４名

1 10:00 １部 湘南FCペローダ - 桐蔭横浜大学 秦野FC

2 11:40 １部 ロンドリーナ - YSCCコスモス リベルタ４５０

3 13:20 １部 アラリガータ - グルア セウパレータ

4 15:00 1部 カルチェット - 秦野FC 湘南FCペローダ

5 16:40 1部 リベルタ450 - アトラクティーボ YSCCコスモス

6 18:20 1部 横浜ウインズ - セウパレータ アラリガータ

桐蔭横浜大学、アラリガータ

ラインテープ： セウパレータ

【第１３日】　

（9：00～21：00）

設営・運営集合時間　8:30 運営５名

前半：グルア

後半：カルチェット

№ ｷｯｸｵﾌ 区分 ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名 ボールパーソン４名

1 10:00 １部 カルチェット - 横浜ウインズ アトラクティーボ

2 11:40 １部 ロンドリーナ - 秦野FC 桐蔭横浜大学

3 13:20 １部 湘南FCペローダ - セウパレータ アラリガータ

4 15:00 1部 YSCCコスモス - アトラクティーボ 横浜ウインズ

5 16:40 1部 桐蔭横浜大学 - グルア ロンドリーナ

6 18:20 1部 リベルタ450 - アラリガータ セウパレータ

カルチェット、セウパレータ

ラインテープ： アラリガータ

8月22日(日)　　伊勢原市体育館

備品持参： スペロ

備品持帰り： 横浜市大

9月20日（月祝）　　秋葉台文化体育館

備品持参： グルア

会場設営： ロンドリーナ YSCCコスモス

会場設営： ノーナＦＣ ティグレブランカ

得点

会場撤収： スペロ 横浜市大

9月23（木祝）　　県立スポーツセンターアリーナ1

備品持参： 横浜ウインズ

会場設営： ロンドリーナ 秦野FC

得点

会場撤収： 横浜ウインズ セウパレータ

備品持帰り： 横浜ウインズ

得点

会場撤収： リベルタ450 アラリガータ

備品持帰り： リベルタ４５０
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【第１４日】　

（9：00～21：00）

設営・運営集合時間　8:45 

運営５名

ロンドリーナ(１部のみ) ※３試合目の後、備品(機械類)の入替

№ ｷｯｸｵﾌ 区分 ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名 ボールパーソン４名

1 10:00 １部 YSCCコスモス - 桐蔭横浜大学 ロンドリーナ

2 11:40 １部 セウパレータ - リベルタ450 ロンドリーナ

3 13:20 １部 秦野FC - アラリガータ YSCCコスモス

4 15:40 ef スペロ - ティグレブランカ フェリチータ

5 16:55 ef 横浜市大 - パルメイラ スぺロ

6 18:10 ef フェリチータ - ノーナＦＣ ティグレブランカ

7

ラインテープ： ノーナＦＣ

【第15日】　

12月25日(土)　　横須賀南体育会館 （9：00～21：00） 12月25日(土)　　伊勢原市総合体育館 （12：00～21：00）

設営・運営集合時間　8:45 運営５名 設営集合時間　11：30

秦野FC 前半：横浜ウインズ フェリチータ

後半：セウパレータ

№ ｷｯｸｵﾌ 区分 ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名 ボールパーソン４名 № ｷｯｸｵﾌ 区分 ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名 運　営

1 10:00 １部 セウパレータ - グルア カルチェット 1 13:45 ef ノーナＦＣ - パルメイラ 横浜市大

2 11:40 １部 秦野FC - アトラクティーボ 湘南FCペローダ 2 15:00 ef スペロ - フェリチータ ノーナＦＣ

3 13:20 １部 YSCCコスモス - アラリガータ リベルタ４５０ 3 16:15 ef 横浜市大 - ティグレブランカ パルメイラ

4 15:00 1部 カルチェット - ロンドリーナ グルア

5 16:40 1部 湘南FCペローダ - 横浜ウインズ 秦野FC

6 18:20 1部 桐蔭横浜大学 - リベルタ４５０ YSCCコスモス

セウパレータ、YSCC

ラインテープ： リベルタ４５０ ラインテープ： 横浜市大

【第１6日】　

（9：00～21：00）

設営・運営集合時間　8:45

運営５名

桐蔭横浜大学(１部のみ)

№ ｷｯｸｵﾌ 区分 ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名 ボールパーソン４名

1 10:00 １部 横浜ウインズ - グルア 桐蔭横浜大学

2 11:40 １部 カルチェット - 湘南FCペローダ 桐蔭横浜大学

3 13:20 １部 ロンドリーナ - アトラクティーボ グルア

4 15:30 ef フェリチータ 横浜市大 ティグレブランカ

5 16:45 ef スペロ ノーナＦＣ フェリチータ

6 18:00 ef ティグレブランカ パルメイラ 横浜市大

7

ラインテープ： ティグレブランカ

12月11日（土）　　横須賀北体育会館

備品持参： 1部=リベルタ４５０、ｅｆ＝横浜市大

会場設営： セウパレータ リベルタ450

備品持参： 備品持参：

会場設営： 秦野FC アトラクティーボ 会場設営：

得点

会場撤収： フェリチータ ノーナＦＣ

備品持帰り： 1部=秦野FC、ｅｆ=フェリチータ

備品持帰り： 桐蔭横浜大学 備品持帰り： ＫＦＦ

1月8日（土）　　横須賀北体育会館

備品持参： 桐蔭横浜大学

スペロ フェリチータ

得点 得点

会場撤収： 桐蔭横浜大学 リベルタ４５０ 会場撤収： 横浜市大 ティグレブランカ

備品持帰り： ＫＦＦ

会場設営： カルチェット 湘南FCペローダ

得点

会場撤収： ティグレブランカ パルメイラ


