
第17回神奈川県女子フットサルリーグ2022 日程表

2＝2022.04.09 1部設営・撤収担当表示

1＝2022.03.20 ｅｆｷｯｸｵﾌ時間変更

N＝2022.03.19 3=2022.04.29　ｅｆ日程変更

【第１日】　

（9：00～21：00）

設営・運営入館時間　8：30 運営５名

前半：グルア

後半：カルチェット 設営 ピッチ作成 横浜ウィンズ

№ ｷｯｸｵﾌ 区分 ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名 ボールパーソン４名 備品・機材 秦野FC

1 10:30 １部 セウパレータ - カルチェット ロンドリーナ

2 12:00 １部 横浜ウィンズ - 秦野FC セウパレータ 撤収 ラインテープ グルア

3 13:30 １部 桐蔭横浜大学 - YSCCコスモス 秦野FC 備品・機材 アラリガータ

4 15:00 1部 湘南FCペローダ - ロンドリーナ YSCCコスモス

5 16:30 1部 アトラクティーボ - パルメイラ 湘南FCペローダ

6 18:00 1部 アラリガータ - グルア パルメイラ

7 -

カルチェット

ラインテープ： グルア

【第２日】　

（9：00～21：00）

設営・運営入館時間　8:30 ※横浜市大アニモ対スペロの試合を

　　6/18に延期します。

設営 ラインテープ フェリチータ

№ ｷｯｸｵﾌ 区分 ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名 運営7名 備品・機材 スペロ

1 11:00 ef フェリチータ - ノーナＦＣ 横浜市大アニモ

2 13:00 ef フェリチータ - スペロ 横浜市大アニモ 撤収 ラインテープ 横浜市大アニモ

3 15:00 ef 横浜市大アニモ 延　期 スペロ フェリチータ 備品・機材 スペロ

4 -

5 -

ラインテープ： 横浜市大アニモ

【第２日】　

6月4日(土)　　横須賀アリーナ （9：00～21：00）

設営・運営入館時間　9：45 運営５名

前半：アトラクティーボ

後半：アラリガータ 設営 ピッチ作成 グルア

№ ｷｯｸｵﾌ 区分 ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名 ボールパーソン４名 備品・機材 湘南FCペローダ

1 10:30 １部 桐蔭横浜大学 - アラリガータ YSCCコスモス

2 12:00 １部 湘南FCペローダ - グルア 桐蔭横浜大学 撤収 ラインテープ 横浜ウィンズ

3 13:30 １部 セウパレータ - パルメイラ グルア 備品・機材 アトラクティーボ

4 15:00 1部 秦野FC - YSCCコスモス セウパレータ

5 16:30 1部 カルチェット - ロンドリーナ 秦野FC

6 18:00 1部 横浜ウィンズ - アトラクティーボ ロンドリーナ

7 -

アラリガータ

ラインテープ： 横浜ウィンズ

得点

会場撤収： 横浜ウィンズ アトラクティーボ

備品持帰り： アトラクティーボ

備品持参： アラリガータ

会場設営： 湘南FCペローダ グルア

得点

会場撤収： 横浜市大アニモ スペロ

備品持帰り： スペロ

5月4日(水・祭)　　ひらつかサンライフアリーナ

備品持参： ＫＦＦ

会場設営： フェリチータ スペロ

得点

会場撤収： アラリガータ グルア

備品持帰り： アラリガータ

5月1日(日)　　秩父宮記念体育館

備品持参： ＫＦＦ

会場設営： 横浜ウィンズ 秦野FC

中止
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【第３日】　

6月18日(土)　　伊勢原市体育館 （12：00～21：00）

1部：連盟預かり再試合可能日 設営・運営入館時間　12：00

ＫＦＦ

設営 ラインテープ フェリチータ

№ ｷｯｸｵﾌ 区分 ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名 運営7名 備品・機材 横浜市大アニモ

1 14:00 ef フェリチータ - 横浜市大アニモ スペロ

2 15:00 １部再試合日 - 撤収 ラインテープ フェリチータ

3 16:30 ef 横浜市大アニモ - ノーナＦＣ フェリチータ 備品・機材 スペロ

4 18:30 ef フェリチータ - スペロ ノーナＦＣ

5 -

ラインテープ： フェリチータ

※キックオフ変更の可能性あり　（16：00）

【第４日】

（9：00～21：00）

設営・運営入館時間　8:45 運営５名

前半：カルチェット

後半：パルメイラ 設営 ピッチ作成 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 備品・機材 アトラクティーボ

1 10:30 １部 YSCCコスモス - パルメイラ 秦野FC

2 12:00 １部 アトラクティーボ - アラリガータ YSCCコスモス 撤収 ラインテープ カルチェット

3 13:30 １部 セウパレータ - 横浜ウィンズ アトラクティーボ 備品・機材 桐蔭横浜大学

4 15:00 1部 湘南FCペローダ - 秦野FC 横浜ウィンズ

5 16:30 1部 ロンドリーナ - グルア 湘南FCペローダ

6 18:00 1部 桐蔭横浜大学 - カルチェット グルア

7 -

パルメイラ

ラインテープ： カルチェト

【第５日】　

7月31日(日)　　横須賀アリーナ （9：00～21：00）

設営集合時間　8:30 運営５名

前半：横浜ウィンズ

後半：桐蔭横浜大学 設営 ピッチ作成 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 備品・機材 YSCCコスモス

1 10:30 １部 桐蔭横浜大学 - グルア アトラクティーボ

2 12:00 １部 セウパレータ - YSCCコスモス グルア 撤収 ラインテープ パルメイラ

3 13:30 １部 秦野FC - ロンドリーナ YSCCコスモス 備品・機材 湘南FCペローダ

4 15:00 1部 カルチェット - アトラクティーボ ロンドリーナ

5 16:30 1部 横浜ウィンズ - アラリガータ カルチェット

6 18:00 1部 湘南FCペローダ - パルメイラ アラリガータ

7 -

桐蔭横浜大学

ラインテープ： パルメイラ備品持帰り： 湘南FCペローダ

YSCCコスモス

得点

会場撤収： 湘南FCペローダ パルメイラ

会場撤収： 桐蔭横浜大学 カルチェット

備品持帰り： 桐蔭横浜大学

備品持参： 桐蔭横浜大学

備品持参：

会場設営： フェリチータ 横浜市大アニモ

得点

備品持参： アトラクティーボ

会場設営： アトラクティーボ アラリガータ

得点

会場撤収： フェリチータ スペロ

備品持帰り： スペロ

6月25日(土)　　横須賀北体育会館

会場設営： セウパレータ
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【第６日】　

8月28日(日)　　横須賀北体育館 （9：00～21：00）

設営・運営入館時間　8:45 運営５名

前半：ロンドリーナ

後半：湘南FCペローダ 設営 ピッチ作成 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 備品・機材 パルメイラ

1 10:30 １部 湘南FCペローダ - 横浜ウィンズ グルア

2 12:00 １部 カルチェット - パルメイラ 横浜ウィンズ 撤収 ラインテープ アトラクティーボ

3 13:30 １部 セウパレータ - 桐蔭横浜大学 カルチェット 備品・機材 ロンドリーナ

4 15:00 1部 秦野FC - グルア 桐蔭横浜大学

5 16:30 1部 YSCCコスモス - アラリガータ 秦野FC

6 18:00 1部 ロンドリーナ - アトラクティーボ アラリガータ

湘南FCペローダ

ラインテープ： アトラクティーボ

【第７日】　

9月11日(日)　　秦野市総合体育館 （9：00～21：30）

設営・運営入館時間　8:30 運営５名

前半：秦野FC

後半：アトラクティーボ 設営 ピッチ作成 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 備品・機材 ロンドリーナ

1 10:30 １部 湘南FCペローダ - アトラクティーボ アラリガータ

2 12:00 １部 桐蔭横浜大学 - ロンドリーナ 湘南FCペローダ 撤収 ラインテープ 秦野FC

3 13:30 １部 セウパレータ - グルア ロンドリーナ 備品・機材 カルチェット

4 15:00 １部 アラリガータ - パルメイラ セウパレータ

5 16:30 1部 カルチェット - 秦野FC パルメイラ

6 -

-

アトラクティーボ

ラインテープ： 秦野FC

【第８日】

10月15日(土)　　伊勢原市体育館 （15：00～21：00）

設営・運営入館時間15：00

設営 ラインテープ ノーナＦＣ

№ ｷｯｸｵﾌ 区分 ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名 運営7名 備品・機材 フェリチータ

1 16:45 ef スペロ - ノーナＦＣ 横浜市大アニモ

2 18:15 ef ノーナＦＣ - フェリチータ 横浜市大アニモ 撤収 ラインテープ スペロ

3 19:45 ef 横浜市大アニモ - スペロ フェリチータ 備品・機材 横浜市大アニモ

4 -

ラインテープ： スペロ

会場撤収： 横浜市大アニモ

会場設営： ノーナＦＣ フェリチータ

得点

会場撤収： カルチェット 秦野FC

備品持帰り： カルチェット

備品持参： スペロ

備品持参： ロンドリーナ

会場設営： 桐蔭横浜大学 ロンドリーナ

得点

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： ロンドリーナ

備品持参： 湘南FCペローダ

会場設営： カルチェット パルメイラ

スペロ

備品持帰り： 横浜市大アニモ
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【第９日】　

11月23日(水)　　伊勢原市体育館 （9：00～21：00）

設営・運営入館時間　8:30 運営５名

前半：アラリガータ

後半：横浜ウィンズ 設営 ピッチ作成 アトラクティーボ

№ ｷｯｸｵﾌ 区分 ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名 ボールパーソン４名 備品・機材 グルア

1 10:30 １部 横浜ウィンズ - カルチェット YSCCコスモス

2 12:00 １部 アトラクティーボ - グルア カルチェット 撤収 ラインテープ アラリガータ

3 13:30 １部 ロンドリーナ - パルメイラ アトラクティーボ 備品・機材 セウパレータ

4 15:00 1部 湘南FCペローダ - YSCCコスモス パルメイラ

5 16:30 1部 桐蔭横浜大学 - 秦野FC 湘南FCペローダ

6 18:00 1部 セウパレータ - アラリガータ 秦野FC

-

横浜ウィンズ

ラインテープ： アラリガータ

【第１０日】　

（9：00～21：30）

設営・運営入館時間　8:30 運営５名

秦野FC 前半：パルメイラ

後半：秦野FC 設営 ピッチ作成 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 備品・機材 ロンドリーナ

1 10:30 １部 秦野FC - アラリガータ カルチェット

2 12:00 １部 セウパレータ - ロンドリーナ アラリガータ 撤収 ラインテープ 横浜ウィンズ

3 13:30 １部 YSCCコスモス - アトラクティーボ ロンドリーナ 備品・機材 パルメイラ

4 15:00 1部 カルチェット - グルア YSCCコスモス

5 16:30 1部 湘南FCペローダ - 桐蔭横浜大学 グルア

6 18:00 1部 横浜ウィンズ - パルメイラ 湘南FCペローダ

-

秦野FC

ラインテープ： 横浜ウィンズ

【第１１日】　

（9：00～21：00）

設営・運営入館時間　8：45 運営５名

前半：セウパレータ

後半：YSCCコスモス 設営 ピッチ作成 パルメイラ

№ ｷｯｸｵﾌ 区分 ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名 ボールパーソン４名 備品・機材 桐蔭横浜大学

1 10:30 １部 YSCCコスモス - ロンドリーナ 横浜ウィンズ

2 12:00 １部 桐蔭横浜大学 - パルメイラ ロンドリーナ 撤収 ラインテープ 湘南FCペローダ

3 13:30 １部 カルチェット - アラリガータ 桐蔭横浜大学 備品・機材 セウパレータ

4 15:00 1部 横浜ウィンズ - グルア カルチェット

5 16:30 1部 秦野FC - アトラクティーボ グルア

6 18:00 1部 セウパレータ - 湘南FCペローダ 秦野FC

YSCCコスモス

ラインテープ： 湘南FCペローダ

会場撤収： セウパレータ 湘南FCペローダ

備品持帰り： セウパレータ

備品持参： パルメイラ

会場設営： 桐蔭横浜大学 パルメイラ

得点

会場撤収： 横浜ウィンズ パルメイラ

備品持帰り： パルメイラ

12月11日（日）　　横須賀北体育館

11月27日(日)　　秦野市総合体育館

備品持参：

会場設営： セウパレータ ロンドリーナ

得点

グルア

得点

会場撤収： セウパレータ アラリガータ

備品持帰り： 秦野FC

備品持参： カルチェット

会場設営： アトラクティーボ
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【第１２日】　

（12：00～21：00）

1部：連盟預かり再試合可能日 設営・運営入館時間　12:00

設営 ラインテープ スペロ

№ ｷｯｸｵﾌ 区分 ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名 運営7名 備品・機材 横浜市大アニモ

1 14:00 ef スペロ - 横浜市大アニモ ノーナＦＣ

15:00 １部再試合日 - 撤収 ラインテープ ノーナＦＣ

2 16:30 ef スペロ - フェリチータ 横浜市大アニモ 備品・機材 フェリチータ

3 18:30 ef フェリチータ - ノーナＦＣ 横浜市大アニモ

ラインテープ： フェリチータ

※キックオフ変更の可能性あり　（15：00）

【第１３日】　

（9：00～21：00）

1部：連盟預かり再試合可能日 設営・運営入館時間　8:45 

設営 ラインテープ 横浜市大アニモ

№ ｷｯｸｵﾌ 区分 ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名 運営7名 備品・機材 スペロ

1 11:00 ef ノーナＦＣ - スペロ フェリチータ

2 13:00 ef ノーナＦＣ - 横浜市大アニモ スペロ 撤収 ラインテープ １部

3 15:00 ef 横浜市大アニモ - フェリチータ ノーナＦＣ 備品・機材 1部

4 16:30 １部 横浜ウィンズ - YSCCコスモス 湘南FCペローダ

5 18:00 １部再試合日 -

湘南FCペローダ

ラインテープ： YSCCコスモス

【第１４日】　

12月25日（日)　　秩父宮記念体育館 （9：00～21：00）

設営・運営入館時間　8:30 運営５名

前半：グルア

後半：セウパレータ 設営 ピッチ作成 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 備品・機材 カルチェット

1 10:30 １部 セウパレータ - アトラクティーボ ロンドリーナ

2 12:00 １部 湘南FCペローダ - カルチェット アトラクティーボ 撤収 ラインテープ YSCCコスモス

3 13:30 １部 桐蔭横浜大学 - 横浜ウィンズ カルチェット 備品・機材 グルア

4 15:00 1部 ロンドリーナ - アラリガータ 横浜ウィンズ

5 16:30 1部 秦野FC - パルメイラ アラリガータ

6 18:00 1部 YSCCコスモス - グルア 秦野FC

-

セウパレータ

ラインテープ： YSCCコスモス備品持帰り： グルア

会場設営： 湘南FCペローダ カルチェット

得点

会場撤収： YSCCコスモス グルア

会場撤収： 横浜ウィンズ YSCCコスモス

備品持帰り： ＫＦＦ

備品持参： セウパレータ

備品持参： ノーナＦＣ

会場設営： スペロ 横浜市大アニモ

得点

会場撤収： フェリチータ ノーナＦＣ

備品持帰り： ノーナＦＣ

12月24日（土）　　横須賀北体育会館

備品持参： ノーナＦＣ

会場設営： スペロ 横浜市大アニモ

得点

12月17日（土）　　伊勢原市体育館
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【第１５日】　

（9：00～21：00）

設営・運営入館時間　8:30 運営５名

前半：ロンドリーナ

後半：YSCCコスモス 設営 ピッチ作成 秦野FC

№ ｷｯｸｵﾌ 区分 ﾁｰﾑ名 ﾁｰﾑ名 ボールパーソン４名 備品・機材 セウパレータ

1 10:30 １部 カルチェット - YSCCコスモス アトラクティーボ

2 12:00 １部 セウパレータ - 秦野FC カルチェット 撤収 ラインテープ ロンドリーナ

3 13:30 １部 グルア - パルメイラ 秦野FC 備品・機材 横浜ウィンズ

4 15:00 1部 桐蔭横浜大学 - アトラクティーボ パルメイラ

5 16:30 1部 湘南FCペローダ - アラリガータ 桐蔭横浜大学

6 18:00 1部 横浜ウィンズ - ロンドリーナ 湘南FCペローダ

-

YSCCコスモス

ラインテープ： ロンドリーナ

【第１６日】　

（9：00～21：00）

設営・運営入館時間　8:30 運営５名

№ 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 10:30 -

2 12:00 -

3 13:30 -

4 15:00 -

5 16:30 -

6 18:00 -

-

ラインテープ：

会場撤収： 0 0

備品持帰り：

1月14日（土）　　県立スポーツセンター　アリーナ１

備品持参：

会場設営： 0 0

得点

得点

会場撤収： 横浜ウィンズ ロンドリーナ

備品持帰り： KFF

1月7日（土）　　秩父宮記念体育館

備品持参： グルア

会場設営： セウパレータ 秦野FC
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