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8＝2021.10.24 5＝2021.07.23 2＝2021.05.08

7＝2021.08.10 4＝2021.07.10 1＝2021.03.28

6＝2021.08.01 3＝2021.05.30 N＝2021.03.20

【第１５日】　

11月13日(土)　　ひらつかサン・ライフアリーナ （9：00～21：00） 11月13日(土)　　ひらつかサン・ライフアリーナ （9：00～21：00）

Ｂピッチ ➡ ８/７延期分 Aピッチ ➡ ８/７延期分

全日本選手権

№ 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 運　営

8：30～の時間帯は、全日本選手権 8：30～の時間帯は、全日本選手権

11:45 全日本 全日本2試合目 - 全日本2試合目 11:45 全日本 全日本2試合目 - 全日本2試合目

1 13:10 １部 カルチェット - 桐蔭横浜大学 BP・記録　1部運営担当 1 13:10 １部 セウパレータ - アラリガータ BP・記録　1部運営担当

14:50 全日本 全日本3試合目 - 全日本3試合目 14:50 全日本 全日本3試合目 - 全日本3試合目

16:45 全日本 全日本最終試合 - 全日本最終試合 16:45 全日本 全日本最終試合 - 全日本最終試合

1 17:40 ef ノーナＦＣ - スペロ BP・記録　ｅｆ運営担当 -

- -

- -

ラインテープ： 全日本選手権 ラインテープ： 全日本選手権

【第１6日】　

U‐18女子と併用（1面） （9：30～17：00）

Ｂピッチ

かもめパークは、現地にあります

№ ｷｯｸｵﾌ 区分 ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名 運　営

9：30～の時間帯は、Ｕ－１８リーグが使用しています

1 11:30 ef スペロ - ティグレブランカ 調整中 ➡ 9/4の代替え

2 -

ラインテープ： なし

全日本選手権

会場撤収： 全日本最終試合 全日本最終試合

備品持帰り： 全日本選手権 備品持帰り： 全日本選手権

得点

会場撤収： スペロ ティグレブランカ

備品持参：

会場設営： 全日本選手権 全日本選手権 会場設営： 全日本選手権 全日本選手権

得点

備品持参：

会場撤収： 全日本最終試合 全日本最終試合

得点

12月5日(日)　　かもめパーク

備品持参： なし

会場設営： なし なし

備品持帰り： なし
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【第１7日】　

（9：00～21：00）

設営・運営集合時間　8:45 運営５名

前半：ロンドリーナ

後半：YSCCｺｽﾓｽ 【６試合場合の１部運営の時間について】

№ ｷｯｸｵﾌ 区分 ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名 ボールパーソン４名 前半＝8；30～第３試合試合結果データー入力まで

1 10:00 １部 YSCCコスモス - 桐蔭横浜大学 秦野FC 後半＝第４試合キックオフ７０分前～第６試合試合結果入力までと

2 11:40 １部 セウパレータ - リベルタ450 桐蔭横浜大学 スタンドのパトロール（ゴミ拾い、忘れ物）

3 13:20 １部 秦野FC - アラリガータ セウパレータ

4 15:00 １部 横浜ウインズ - グルア アラリガータ

5 16:40 １部 カルチェット - 湘南FCペローダ グルア

6 18:20 １部 ロンドリーナ - アトラクティーボ カルチェット

7

カルチェット、YSCCコスモス

ラインテープ： ロンドリーナ

【第１８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

前半：横浜ウィンズ 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 YSCCコスモス 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 グルア 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 秦野FC 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 アラリガータ

5 16:40 1部 湘南FCペローダ - 横浜ウインズ ロンドリーナ

6 18:20 1部 桐蔭横浜大学 - リベルタ４５０ 湘南FCペローダ

湘南FC、YSCC

ラインテープ： リベルタ４５０ ラインテープ： 横浜市大

備品持参： アトラクティーボ 備品持参：

得点

会場撤収： ロンドリーナ アトラクティーボ

備品持帰り： アトラクティーボ

12月11日（土）　　横須賀北体育会館

備品持参： 秦野ＦＣ

会場設営： セウパレータ リベルタ450

備品持帰り： 桐蔭横浜大学 備品持帰り： ＫＦＦ

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

会場設営： 秦野FC アトラクティーボ 会場設営：
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【第１９日】　

（9：00～21：00）

設営・運営集合時間　8:45

運営５名

【運営】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

1 10:00 １部 ロンドリーナ - セウパレータ 湘南FCペローダ ➡ ７/２２延期分

2 11:40 １部 桐蔭横浜大学 - アラリガータ セウパレータ ➡ ８/１延期分

3 13:20 １部 湘南FCペローダ - 秦野FC 桐蔭横浜大学 ➡ ８/１延期分

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

1月8日（土）　　横須賀南体育会館

備品持参： 桐蔭横浜大学

備品持帰り： ＫＦＦ

会場設営： 桐蔭横浜大学 アラリガータ

得点

会場撤収： ティグレブランカ パルメイラ


