
No.1 6月2日（月） ひらつかアリーナ
開始時間

1試合目 18:00 アビリドーゾフットサル vs WOFオールスターズＡ エスぺＷ ヘラ大磯 vs

2試合目 18:40 エスぺランサ　W vs スクエア茅ヶ崎 アビリ ロン・ウン ヘラクレス大磯 vs WOFオールスターズＣ WO・A WO・B

3試合目 19:20 ロンドリーナ　ウン vs アビリドーゾフットサル スク茅 WO・C WOFオールスターズA vs エスぺランサ　W ヘラ大磯 ロン・トレ

4試合目 20:00 スクエア茅ヶ崎 vs ロンドリーナ　トレイス アビリ ロン・ウン WOFオールスターズB vs ヘラクレス大磯 WO・A エスぺ・Ｗ

No.2 6月9日（月） ひらつかアリーナ
開始時間

1試合目 18:00 vs WOFオールスターズＢ vs ロンドリーナ　ドイス WO・C WO・A

2試合目 18:40 WOFオールスターズＣ vs エスポルチ藤沢 WO・B 南が丘 スクエア茅ヶ崎 vs WOFオールスターズＡ エスぺ・R ヘラ大磯

3試合目 19:20 WOFオールスターズＢ vs 南が丘少年少女 WO・C ロン・ドイス エスぺランサ　Ｒ vs ヘラクレス大磯 ロン・ウン スク茅

4試合目 20:00 WOFオールスターズＣ vs ロンドリーナ　ドイス エスポ藤沢 南が丘 ロンドリーナ　ウン vs スクエア茅ヶ崎 WO・A ヘラ大磯

No.3 6月16日（月） ひらつかアリーナ
開始時間

1試合目 18:00 WOFオールスターズA vs ロンドリーナ　ウン エスぺ・R WO・B エスポルチ藤沢 vs 須馬ジュニアーズ アビリ ロン・トレ

2試合目 18:40 WOFオールスターズB vs エスペランサ　R WO・A ロン・ウン アビリドーゾフットサル vs ロンドリーナ　トレイス 須馬 エスポ藤沢

3試合目 19:20 WOFオールスターズC vs 須馬ジュニアーズ アビリ スク茅 ヘラクレス大磯 vs エスポルチ藤沢 エスぺ・R ロン・トレ

4試合目 20:00 WOFオールスターズB vs WOFオールスターズC WO・A 須馬 アビリドーゾフットサル vs スクエア茅ヶ崎 ヘラ大磯 エスポ藤沢

No.4 6月17日（火） ロコ湘南

開始時間 審判担当

1試合目 18:00 ロコ湘南ミラクル vs ロンドリーナ　トレイス ロコ・スペ ロン・ドイス Ａブロック Ｂブロック

2試合目 18:40 ロコ湘南スペシャル vs ロンドリーナ　ドイス ロコ・ミラ ロン・トレ エスぺランサ　W 須馬ジュニアーズ
アズヴェール藤沢ヴェール WOFオールスターズＢ
アビリドーゾフットサルクラブ ロンドリーナ　ドイス
スクエア茅ヶ崎 南が丘少年少女

No.5 6月23日（月） ZUCC大井 WOFオールスターズＡ エスぺランサ　Ｒ
開始時間 審判担当 ロコ湘南ミラクル ヘラクレス大磯ナランハ

1試合目 18:00 エスぺランサ　W vs ロンドリーナ　ウン エスぺ・R ロン・ドイス ロンドリーナ　ウン WOFオールスターズＣ

2試合目 18:40 エスペランサ　R vs ロンドリーナ　ドイス エスぺ・W ロン・トレ ロンドリーナ　トレイス エスポルチ藤沢

3試合目 19:20 エスペランサ　Ｗ vs ロンドリーナ　トレイス エスぺ・R ロン・ドイス ロコ湘南スペシャル

Aピッチ 審判担当 Bピッチ 審判担当

Aピッチ 審判担当 審判担当

第9回神奈川県少年フットサルリーグ　湘南地区

審判担当BピッチAピッチ 審判担当

Bピッチ

ヘラクレスから須馬

へ変更します。5/21



No.6 6月24日（火） ひらつかアリーナ
開始時間

1試合目 18:00 アズヴェール藤沢 vs ロコ湘南ミラクル アビリ エスぺ・W ロコ湘南スペシャル vs エスぺランサ　Ｒ 南が丘 須馬

2試合目 18:40 アビリドーゾフットサル vs エスぺランサ　W アズヴェ ロコ・ミラ 南が丘少年少女 vs 須馬ジュニアーズ ロコ・スペ エスぺ・R

3試合目 19:20 ロンドリーナ　トレイス vs アズヴェール藤沢 アビリ エスぺ・W エスポルチ藤沢 vs ロコ湘南スペシャル 南が丘 須馬

4試合目 20:00 エスぺランサ　W vs ロコ湘南ミラクル アズヴェ ロン・トレ 須馬ジュニアーズ vs ロンドリーナ　ドイス エスポ藤沢 ロコ・スペ

No.7 6月30日（月） ひらつかアリーナ
開始時間 Bピッチ

1試合目 18:00 アズヴェール藤沢 vs エスペランサ　Ｗ 南が丘 ヘラ大磯 ロコ湘南ミラクル vs WOFオールスターズＡ WO・C ロコ・スペ

2試合目 18:40 南が丘少年少女 vs ヘラクレス大磯 アズヴェ エスぺ・W WOFオールスターズＣ vs ロコ湘南スペシャル WO・A エスぺ・R

3試合目 19:20 アズヴェール藤沢 vs WOFオールスターズＡ WO・C 南が丘 エスぺランサ　Ｒ vs エスポルチ藤沢 ロコ・ミラ ヘラ大磯

4試合目 20:00 WOFオールスターズＣ vs 南が丘少年少女 アズヴェ WO・A ロコ湘南スペシャル vs ヘラクレス大磯 エスぺ・R エスぺ・W

No.8 7月7日（月） ZUCC大井

開始時間

1試合目 18:00 エスペランサ　R vs 南が丘少年少女 ロン・トレ ロン・ウン

2試合目 18:40 ロンドリーナ　ウン vs ロンドリーナ　トレイス 南が丘 ロン・ドイス

3試合目 19:20 ロンドリーナ　ドイス vs 南が丘少年少女 ロン・ウン ロン・トレ

Ｎo.9 開始時間 7月8日（火） ロコ湘南

18:00 アビリドーゾフット vs ロコ湘南ミラクル WO・B ロコ・スぺ

18:40 WOFオールスターズＢ vs ロコ湘南スペシャル アビリ ロコ・ミラ

19:20 アビリドーゾフット vs アズヴェール藤沢 ロコ・スぺ WO・B

Ｎo.10 7月14日(月） ひらつかアリーナ
開始時間 Bピッチ

1試合目 18:00 WOFオールスターズＢ vs 須馬ジュニアーズ WO・A ロン・トレイス 南が丘少年少女 vs エスポルチ藤沢 ロン・ドイス ヘラ大磯

2試合目 18:40 WOFオールスターズＡ vs ロンドリーナ　トレイス WO・B 須馬 ヘラクレス大磯 vs ロンドリーナ　ドイス 南が丘 エスポ藤沢

3試合目 19:20 WOFオールスターズＢ vs エスポルチ藤沢 WO・A ロン・トレイス エスペランサ　R vs WOFオールスターズＣ ロン・ドイス ヘラ大磯

4試合目 20:00 vs 須馬ジュニアーズ vs ヘラクレス大磯 エスぺ・R WO・C

審判担当Aピッチ

審判担当

審判担当Bピッチ

審判担当Aピッチ 審判担当

審判担当

審判担当

審判担当

Aピッチ

Aピッチ



Ｎo.11 8月12日（火） ひらつかアリーナ

開始時間 Bピッチ

1試合目 18:00 須馬ジュニアーズ vs ロコ湘南スペシャル 南が丘 アズヴ ロンドリーナ　ウン vs ロコ湘南ミラクル ロン・ドイス エスポ藤沢

2試合目 18:40 アズヴェール藤沢 vs スクエア茅ヶ崎 須馬 エスぺ・R ロンドリーナ　ドイス vs エスポルチ藤沢 ロン・ウン ロコ・ミラ

3試合目 19:20 南が丘少年少女 vs ロコ湘南スペシャル アズヴ スク茅 エスペランサ　R vs 須馬ジュニアーズ エスポ藤沢 ロン・ウン

4試合目 20:00 アズヴェール藤沢 vs ロンドリーナ　ウン 南が丘 ロコ・スペ ロコ湘南ミラクル vs スクエア茅ヶ崎 エスぺ・R ロン・ドイス

Ｎo.12 8月26日（火） ひらつかアリーナ
開始時間 Bピッチ

18:00 Ａ－７位 vs Ｂ－７位 Ａ－５位 Ｂ－５位 Ａ－８位 vs Ｂ－８位 Ａ－６位 Ｂ－６位

18:40 Ａ－５位 vs Ｂ－５位 Ａ－７位 Ｂ－７位 Ａ－６位 vs Ｂ－６位 Ａ－８位 Ｂ－８位

19:20 Ａ－３位 vs Ｂ－３位 Ａ－１位 Ｂ－１位 Ａ－４位 vs Ｂ－４位 Ａ－２位 Ｂ－２位

20:00 Ａ－１位 vs Ｂ－１位 Ａ－３位 Ｂ－３位 Ａ－２位 vs Ｂ－２位 Ａ－４位 Ｂ－４位

Ｎo.13 9月1日（月） ひらつかアリーナ
開始時間 Bピッチ

18:00 Ａ、Ｂ－８位の負け vs Ｂ－９位 フレンドリー① フレンドリー② フレンドリーマッチ⑦ vs フレンドリーマッチ⑧

18:40 フレンドリーマッチ① vs フレンドリーマッチ② フレンドリーマッチ⑨ vs フレンドリーマッチ⑩

19:20 フレンドリーマッチ③ vs フレンドリーマッチ④ フレンドリーマッチ⑪ vs フレンドリーマッチ⑫

20:00 フレンドリーマッチ⑤ vs フレンドリーマッチ⑥ フレンドリーマッチ⑬ vs フレンドリーマッチ⑭

Aピッチ 審判担当 審判担当

Aピッチ 審判担当 審判担当

審判担当

湘南地区順位決定戦

審判担当Aピッチ


