
2017/4/30　現在

会場

会場責任

日程・時間

ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ - KSS （ｱﾝｼﾞｰﾆｮｽ）

ｱﾝｼﾞｰﾆｮｽ - KLTLｶﾃﾞﾅ （ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ）

イブニング － スイート （ﾘｱﾝ）

KLTﾘｱﾝ － KLTｶﾃﾞﾅ (ｽｲｰﾄ）

KLTﾘｶﾞｰﾙ - KOKUA （genie）

ｱﾐｽﾀ - genie （ﾘｶﾞｰﾙ）

6月18日 （日）

6月2５日 (日)

パスコ － ｺﾙﾃﾞﾛｰｻﾞ （高尾）

ｱﾝｼﾞｰﾆｮｽ － 高 尾 (ﾊﾟｽｺ）

7月 ９日 (日)

ｺﾙﾃﾞﾛｰｻﾞ － ポトレロ （genie） KSS － KLTﾘｶﾞｰﾙ （ﾊﾟｽｺ）

KLTﾘｱﾝ － genie (ﾎﾟﾄﾚﾛ） パスコ － ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ （ﾘｶﾞｰﾙ）

KOKUA - 南ﾚｼﾞｰﾅ （ｻﾙﾄ）

南ﾃﾞｨｵｰｻ - サルト （KOKUA）

７月23日 （日）

９月 ３日 （日）

９月17日 （日）

南レジーナ - パスコ （ﾘｱﾝ）

KLTﾘｱﾝ - 南ﾃﾞｨｵｰｻ （パスコ）

10月15日 （日）

（　　）内は審判担当/　　　　　のチームが試合結果報告担当：報告用紙をご用意ください。

★小学校の体育館で行う試合の準備、片付けは、原則として全チームで行うこと。

★注意事項に従ってください

大和田市民センター　（別紙参照）

大和田市民センター　（別紙参照）

９月23日 (月)

7月17日 (月)

大和田市民センター　（別紙参照）

大和田市民センター　（別紙参照）

２０１7年　女子FUTSALリーグ　OVER30

5月21日

１８：４５～２０：５５ １７：３０～１９：５５

(日)7月16日

（日）

大和田市民センター　（別紙参照）

大和田市民センター　（別紙参照）

大和田市民センター　（別紙参照）

7月２日 （日）

6月４日 （日）

6月11日 （日）

１８：１５～２１：００１９：００～２１：２０

第七小学校下柚木小 秋葉台小 緑ヶ丘小

スイートポテト もとぎゃるＲｏｓａ ＫＳＳ 南



集合時間 13:00

（　　）内は審判・本部担当

会場準備 13:00～13：25

会場撤収 終わり次第

★色の付いているチームはその日に2試合あるチームです。★ 色の付いているチームは報告用紙を準備願います

★第５試合から第８試合の結果報告は、MOTOKI ★ 色の付いているチームは結果報告をお願いします

KSS - ｽｲｰﾄ (ﾊﾟｽｺ）

第7試合・第8試合左の３チームで片づけ

MOTOKI - genie （KLTｶﾃﾞﾅ）

KLTﾘｶﾞｰﾙ - ﾊﾟｽｺ (ｽｲｰﾄ)

※第1試合のチームは13：15になった
らアップ開始

７月9日（日）

アンジーニョス - ｻﾙﾄ （高尾）

- KLTLﾘｱﾝ （ｱﾝｼﾞｰﾆｮｽ） KLTLﾘｱﾝ

★体育館・控室とも、13:00から借りています。それまでは入室せず一階のロビーでお待ちください。最終試合右チームは、最後2Ｆ控室（和室）の清掃
（掃除機かけ）をお願いします。

- KOKUA （南ﾃﾞｨｵｰｻ）

高 尾

★お子様連れの方は施設利用の注意（器物や他の使用団体への考慮など）をしてあげてください。また、事故のないようみんなで目を配りましょう。

ｺﾙﾃﾞﾛｰｻﾞ

ﾎﾟﾄﾚﾛ

-

-

-

-

（KSS）

(ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ）

ﾎﾟﾄﾚﾛ

ｱﾐｽﾀ - 南ﾃﾞｨｵｰｻ （KOKUA）

KLTｶﾃﾞﾅ - genie （MOTOKI）

-

genie

ｽｲｰﾄ

南ﾃﾞｨｵｰｻ

南ﾚｼﾞｰﾅ

（KLTﾘｱﾝ）（genie）

（ﾎﾟﾄﾚﾛ）

（ｱﾐｽﾀ）

（ｺﾙﾃﾞﾛｰｻﾞ）

（KLTｶﾃﾞﾅ）

（サルト）

（KLTﾘｶﾞｰﾙ）

（南ﾚｼﾞｰﾅ）ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ

ｻﾙﾄ

ｺﾙﾃﾞﾛｰｻﾞ ｽｲｰﾄ

ｱﾝｼﾞｰﾆｮｽ

KSS

ｻﾙﾄ - KLTｶﾃﾞﾅ

KOKUA

-

-

-

-

-

KLTｶﾃﾞﾅ

KSS

KLTﾘｱﾝ

ｱﾐｽﾀ

KOKUA

高 尾

ﾎﾟﾄﾚﾛ

ｱﾝｼﾞｰﾆｮｽ

ﾎﾟﾄﾚﾛ

第１試合・第２試合の４チームで準備 / 用具チェックは試合前に行います。審判は試合開始時間を厳守してください。　　試合後のベンチ挨拶は無し

-

第１試合
（アップ）

第２試合

第7試合・第8試合左の３チームで片づけ 第7試合・第8試合左の３チームで片づけ

※第1試合のチームは13：15になった
らアップ開始

※第1試合のチームは13：15になった
らアップ開始

※第1試合のチームは13：15になった
らアップ開始

（南レジーナ）

第7試合・第8試合左の３チームで片づけ

南ﾃﾞｨｵｰｻ

南ﾚｼﾞｰﾅ

ｻﾙﾄ

第７試合

第８試合

18：30〜

19：20〜

MOTOKI -

ｺﾙﾃﾞﾛｰｻﾞ -

第３試合

(MOTOKI)- 高 尾

MOTOKI （南ﾃﾞｨｵｰｻ）

（KSS）ｽｲｰﾄ

日　時 6月18日（日） 6月25日（日） ７月23日（日）

第４試合

第５試合

第６試合

13：30〜
（13:15〜）

14：20〜

15：10〜

16：00〜

16：50〜

17：40〜

-

-

-

-

-

２０１7年度　女子ＦＵＴＳＡＬリーグＯＶＥＲ３０　大和田市民センター日程表

※駐車場が混み合います！　終了後は、速やかに退館。各チーム三台まで、駐車車両の見やすい場所にチーム名を記載した紙を置いてください。

★当日特別な事情により変更申し立て事態が発生した場合は、該当チームで話し合いをして下さい。

ｱﾐｽﾀ

KLTﾘｶﾞｰﾙｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ

南ﾚｼﾞｰﾅ

ｱﾝｼﾞｰﾆｮｽ

- 高 尾 （南ﾃﾞｨｵｰｻ）

-

（ｽｲｰﾄ）

パスコ

（ｱﾐｽﾀ）

（ﾎﾟﾄﾚﾛ）

（MOTOKI）

（KSS）

KLTｶﾃﾞﾅ - MOTOKI

KLTﾘｶﾞｰﾙ

南ﾃﾞｨｵｰｻ

（注）チーム名はわかりやすように略称やカタカナ表記にしてあります。

（アンジーニョス）

KSS - ﾊﾟｽｺ （南ﾚｼﾞｰﾅ）

ｱﾐｽﾀ（ｻﾙﾄ）

KLTﾘｶﾞｰﾙ



集合時間 13:00

（　　）内は審判・本部担当

会場準備 13:00～13：25

会場撤収 終わり次第

★色の付いているチームはその日に2試合あるチームです。

★色の付いているチームは報告用紙を準備願います ★色の付いているチームは結果報告をお願いします

★第５試合から第８試合の結果報告は、MOTOKI

※第1試合のチームは13：15になった
らアップ開始

※第1試合のチームは13：15になった
らアップ開始

※第1試合のチームは13：15になった
らアップ開始

第１試合
（アップ）

13：30〜
（13:15〜）

ｱﾐｽﾀ - KLTﾘｱﾝ （ｱﾐｽﾀ）

２０１7年度　女子ＦＵＴＳＡＬリーグＯＶＥＲ３０　大和田市民センター日程表

日　時 9月３日（日) 9月17日（日) 10月15日（日)

第１試合・第２試合の４チームで準備 / 用具チェックは試合前に行います。審判は試合開始時間を厳守してください。　　試合後のベンチ挨拶は無し

※駐車場が混み合います！　終了後は、速やかに退館。各チーム三台まで、駐車車両の見やすい場所にチーム名を記載した紙を置いてください。

（ｱﾝｼﾞｰﾆｮｽ） サルト - 高 尾 （KLTｶﾃﾞﾅ） genie

★当日特別な事情により変更申し立て事態が発生した場合は、該当チームで話し合いをして下さい。

★体育館・控室とも、13:00から借りています。それまでは入室せず一階のロビーでお待ちください。
最終試合右チームは、最後2Ｆ控室（和室）の清掃（掃除機かけ）をお願いします。

★お子様連れの方は施設利用の注意（器物や他の使用団体への考慮など）をしてあげてください。
また、事故のないようみんなで目を配りましょう。

第２試合 14：20〜
KOKUA KSS (ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ) ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ

-

ﾎﾟﾄﾚﾛ - KOKUA -

サルト

ﾎﾟﾄﾚﾛ （KOKUA） 南ﾚｼﾞｰﾅ （ｺﾙﾃﾞﾛｰｻﾞ）

（南ﾃﾞｨｵｰｻ）

ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ -

(南ﾚｼﾞｰﾅ)

第３試合 15：10〜
ｱﾝｼﾞｰﾆｮｽ - genie （ｱﾐｽﾀ） KLTｶﾃﾞﾅ - ｱﾐｽﾀ ｱﾝｼﾞｰﾆｮｽ （KLTｶﾃﾞﾅ）アミスタ -

- ｽｲｰﾄ （ﾎﾟﾄﾚﾛ）

南ﾃﾞｨｵｰｻ （KLTﾘｱﾝ）

ｺﾙﾃﾞﾛｰｻﾞ -

南ﾚｼﾞｰﾅ - ｽｲｰﾄ （KSS）

第５試合 16：50〜
高 尾 - MOTOKI （ｻﾙﾄ） genie - KLTｶﾃﾞﾅ （MOTOKI）高 尾 -

第４試合 16：00〜
ﾊﾟｽｺ -

KSS - ｺﾙﾃﾞﾛｰｻﾞ （KLTﾘｶﾞｰﾙ）

KLTﾘｱﾝ -
第７試合 18：30〜

MOTOKI - ｻﾙﾄ （高尾） MOTOKI （高尾）

第６試合 17：40〜
KLTﾘｶﾞｰﾙ - ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ （ｺﾙﾃﾞﾛｰｻ） ｽｲｰﾄ （KOKUA）

KLTﾘｶﾞｰﾙ - ﾎﾟﾄﾚﾛ （ｺﾙﾃﾞﾛｰｻﾞ）

MOTOKI （genie） 南ﾃﾞｨｵｰｻ -

第7試合・第8試合左の３チームで片づけ 第7試合・第8試合左の３チームで片づけ 第7試合・第8試合左の３チームで片づけ

KOKUA （ｽｲｰﾄ）

（注）チーム名はわかりやすように略称やカタカナ表記にしてあります。

第８試合 19：20〜
ﾚｼﾞｰﾅ - ｺﾙﾃﾞﾛｰｻﾞ （ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ） パスコ -


