
2014/５/１２　現在

会場

会場責任

日程・時間

スイートポテト　ネオ - パスコ （Ｌｉｇａｒ）

ＫＬＴ　Ｌｉｇａｒ - ＰＯＴＲＥＲＯ （ネオ）

南ディオーサ - KSS （エコ）

スイートポテト　エコ - イブニング娘。FC （ディオーサ）

ＪＥＷＥＬ - ＫＬＴ　Ｌｉｇａｒ （ＶＥＳＰＡ）

ＶＥＳＰＡ - Ribbon （ＪＥＷＥＬ）

スイートポテト　エコ － プリフリ （Ｃａｄｅｎａ）

もとぎゃるＲｏｓａ － ＫＬＴ　Ｃａｄｅｎａ （プリフリ）

スイートポテト　エコ - 南ディオーサ （ＪＥＷＥＬ）

ＶＥＳＰＡ - ＪＥＷＥＬ （ディオーサ）

スイートポテト　ネオ - Ribbon （エコ）

もとぎゃるRosa - イブニング娘。FC （Ｃａｄｅnａ） ＫＬＴ　Ｌｉｇａｒ － 高尾 （パスコ）

ＫＬＴ　Ｃａｄｅｎａ － 南ディオーサ （イブニング） 南レジーナ － パスコ･ダ・ママ （高尾）

もとぎゃるRosa － 元木B.B （ＪＥＷＥＬ）

ＪＥＷＥＬ － Ribbon （元木B.B）

(月) 南レジーナ - ＫＬＴ　Ｌｉｇａｒ （プリフリ）

祝祝祝祝 南ディオーサ - プリフリ （Ｌｉｇａｒ）

スイートポテト　ネオ - ＪＥＷＥＬ （ＰＯＴＲＥＲＯ） もとぎゃるRosa - プリフリ （Ribbon）

ＶＥＳＰＡ - ＰＯＴＲＥＲＯ （ネオ） Ribbon - パスコ･ダ・ママ （もとぎゃる）

イブニング娘。FC - ブルーエンジェルス （エコ）

スイートポテト　エコ - KSS （ブルー）

ＪＥＷＥＬ - 高尾 （もとぎゃる）

もとぎゃるRosa - KSS （ＪＥＷＥＬ）

(月) プリフリ - 元木B.B （Ribbon）

祝祝祝祝 南レジーナ - Ribbon （元木B.B）

もとぎゃるRosa - 南ディオーサ （元木B.B）

ＫＬＴ　Ｃａｄｅｎａ - 元木B.B （もとぎゃる）

（火） 南レジーナ ---- スイートポテト　ネオ （ＶＥＳＰＡ）

祝祝祝祝 ＶＥＳＰＡ ---- 高尾 （レジーナ）

スイートポテト　エコ - 元木B.B （イブニング）

イブニング娘。FC - プリフリ （エコ）

ＰＯＴＲＥＲＯ - 南レジーナ （ネオ）

スイートポテト　ネオ - ＫＬＴ　Ｌｉｇａｒ （レジーナ）

のチームは試合結果報告書の準備と、結果報告をお願いします。
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（４チームまたは６チーム）で行うこと。
下柚木小会場の時

10月4日10月4日10月4日10月4日 （土）（土）（土）（土）

9月21日9月21日9月21日9月21日

9月23日9月23日9月23日9月23日

9月28日9月28日9月28日9月28日

7月20日7月20日7月20日7月20日 (日)

9月15日9月15日9月15日9月15日

7月21日7月21日7月21日7月21日

（日）

9月5日9月5日9月5日9月5日 (日）

5月25日5月25日5月25日5月25日 (日)

6月15日6月15日6月15日6月15日 (日)

(日)

6月29日6月29日6月29日6月29日

7月6日7月6日7月6日7月6日

緑ヶ丘小緑ヶ丘小緑ヶ丘小緑ヶ丘小

7月27日7月27日7月27日7月27日

6月8日6月8日6月8日6月8日

１９：００～２１：３０

5月18日5月18日5月18日5月18日 (日)

6月22日6月22日6月22日6月22日

6月1日6月1日6月1日6月1日 （日）

（日）

２０１４年　女子FUTSALリーグ　OVER30

下柚木小下柚木小下柚木小下柚木小 秋葉台小秋葉台小秋葉台小秋葉台小 小宮小小宮小小宮小小宮小

スイートポテト もとぎゃるＲｏｓａ ＫＬＴ
１６：４５～２１：００ １７：３０～２０：００

【開会式】　　　【審判講習会】　 市民センター【開会式】　　　【審判講習会】　 市民センター【開会式】　　　【審判講習会】　 市民センター【開会式】　　　【審判講習会】　 市民センター

大和田市民センター　大和田市民センター　大和田市民センター　大和田市民センター　

市民体育館本館市民体育館本館市民体育館本館市民体育館本館

南
１８：００～２１：００

大和田市民センター　大和田市民センター　大和田市民センター　大和田市民センター　

大和田市民センター　大和田市民センター　大和田市民センター　大和田市民センター　

大和田市民センター　大和田市民センター　大和田市民センター　大和田市民センター　

4試合時　　１・２試合目のチームが準備、３・４試合目のチームが片付け ３試合時　　１・２試合目のチームが準備、３試合目のチームが片付けをお願いします。

(日)

(日)

（日）

(日)



２０１4年度　女子ＦＵＴＳＡＬリーグＯＶＥＲ３０　日程表（２）

■大和田市民センター ２０１４/５/１２現在

集合時間集合時間集合時間集合時間 13:0013:0013:0013:00

会場準備 １３:００～13：40

会場撤収会場撤収会場撤収会場撤収 〜21:00〜21:00〜21:00〜21:00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６月１日(日)　集合時間　１５：００　第３試合・第４試合の４チームで準備をお願いします。６月１日(日)　集合時間　１５：００　第３試合・第４試合の４チームで準備をお願いします。６月１日(日)　集合時間　１５：００　第３試合・第４試合の４チームで準備をお願いします。６月１日(日)　集合時間　１５：００　第３試合・第４試合の４チームで準備をお願いします。

（　　）内は審判担当
←この表記になっているチームはラインテープと試合結果報告書の準備をお願いします。

但し、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。

最終試合の２チームは、最後に２Ｆ控え室（和室）の清掃（掃除機かけ）をお願いします。最終試合の２チームは、最後に２Ｆ控え室（和室）の清掃（掃除機かけ）をお願いします。最終試合の２チームは、最後に２Ｆ控え室（和室）の清掃（掃除機かけ）をお願いします。最終試合の２チームは、最後に２Ｆ控え室（和室）の清掃（掃除機かけ）をお願いします。

第６試合・第７試合の４チームで片づけ第６試合・第７試合の４チームで片づけ第６試合・第７試合の４チームで片づけ第６試合・第７試合の４チームで片づけ 第5試合・第6試合の４チームで片づけ第5試合・第6試合の４チームで片づけ第5試合・第6試合の４チームで片づけ第5試合・第6試合の４チームで片づけ
試合結果報告担当チーム試合結果報告担当チーム試合結果報告担当チーム試合結果報告担当チーム 南レジーナ南レジーナ南レジーナ南レジーナ 元木Ｂ．Ｂ元木Ｂ．Ｂ元木Ｂ．Ｂ元木Ｂ．Ｂ 南ディオーサ南ディオーサ南ディオーサ南ディオーサ スイートネオスイートネオスイートネオスイートネオ

KLT Ligar - Ribbon （ネオ）KLT Cadena - プリフリ (元木）
第７試合
（アップ）

20：00〜
（19：40〜） 高尾 - パスコ （レジーナ）

ブルー （ディオーサ） VESPA - スイートネオ （Ligar）イブニング娘。 - 元木B.B （ Cadena） スイートエコ -
第６試合
（アップ）

19：00〜
（18：40〜） VESPA - レジーナ （高尾）

ﾃﾞｨｵｰｻ (ブルー） POTRERO - パスコ （高尾）ブルー - KLT Cadena （ イブ） イブニング娘。 -
第５試合
（アップ）

18：00〜
（17：40〜） ブルー - KSS （VESPA）

パスコ （POTRERO） 高尾 - Ribbon （ポトレロ）プリフリ - KSS （ブルー） VESPA -
第４試合
（アップ）

17：00〜
（16：40〜） POTRERO - JEWEL （もとぎゃる）

POTRERO （高尾） ﾃﾞｨｵｰｻ － 元木B.B （ＫＳＳ）ブルー - 元木B.B （ プリフリ） スイートネオ -
第３試合
（アップ）

16：00〜
（15：40〜） もとぎゃる - ブルー （JEWEL）

高尾 （KSS） イブニング娘。 - KSS （Cadena）

KLT Cadena (イブ）

第２試合
（アップ）

15：00〜
（14：40〜） POTRERO - 高尾 （Ligar） レジーナ -

KLT Cadena - KSS （ﾚｼﾞｰﾅ） スイートエコ -
第１試合
（アップ）

14：00〜
（13:40〜） KLT Ligar - パスコ （POTRERO）

第１試合・第２試合の４チームで準備第１試合・第２試合の４チームで準備第１試合・第２試合の４チームで準備第１試合・第２試合の４チームで準備
のチームはﾗｲﾝﾃｰﾌﾟと試合結果報告書３枚準備のチームはﾗｲﾝﾃｰﾌﾟと試合結果報告書３枚準備のチームはﾗｲﾝﾃｰﾌﾟと試合結果報告書３枚準備のチームはﾗｲﾝﾃｰﾌﾟと試合結果報告書３枚準備

日　時日　時日　時日　時 ６月1日（６月1日（６月1日（６月1日（日日日日）））） ６月２２日（６月２２日（６月２２日（６月２２日（日日日日）））） ７月6日（７月6日（７月6日（７月6日（日日日日）））） ７月２0日（７月２0日（７月２0日（７月２0日（日日日日))))



２０１４/５/１２現在

12:0012:0012:0012:00

12:00～１２：４０

１３：００～

（１２：４０～）

〜〜〜〜１８:00１８:00１８:00１８:00

（　　）内は審判担当

チーム名チーム名チーム名チーム名 ←この表記になっているチームはラインテープと試合結果報告書の準備をお願いします。

但し、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。

AコートAコートAコートAコート BコートBコートBコートBコート

ブルーエンジェルスブルーエンジェルスブルーエンジェルスブルーエンジェルス

のチームは、ﾗｲﾝﾃｰﾌﾟと試合結果報告書４枚準備のチームは、ﾗｲﾝﾃｰﾌﾟと試合結果報告書４枚準備のチームは、ﾗｲﾝﾃｰﾌﾟと試合結果報告書４枚準備のチームは、ﾗｲﾝﾃｰﾌﾟと試合結果報告書４枚準備

会場準備は１試合目の４チームでお願いします。

スイートネオ -

（元木B.B）

10月４日　10月４日　10月４日　10月４日　（土）（土）（土）（土）

KLT Cadena

17：00〜

（16：40〜）
高尾 （レジーナ） もとぎゃる -

会場片付けは５試合目の４チームでお願いします。

スイートエコ （プリフリ）

16：00〜

（15：40〜）
南レジーナ - プリフリ （ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ）JEWEL （Ribbon）

KLT Ligar （パスコ） KSS （ディオーサ）

ブルー -

15：00〜

（14：40〜）
POTRERO - ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞ娘。 -

南ﾃﾞｨｵｰｻ （KSS）

14：00〜

（13：40〜）
VESPA - 元木B.B -

パスコ （VESPA) ブルー -

Ribbon （Ligar）

第１試合の４チームで準備第１試合の４チームで準備第１試合の４チームで準備第１試合の４チームで準備

JEWEL -


