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No.1 7月4日（月） ひらつかアリーナ １～８ REF派遣

湘南FC ロコスペシャル

1試合目 18:00 エスポルチ藤沢 紺 0 vs 8 白 湘南FCロコミラクル Lドイス W海老名 ヘラクレス大磯ジュニア 橙 6 vs 1 灰 ロンドリーナ　トレイス 南u12 AZヴェール ×カルペソール

2試合目 18:40 エスポルチ藤沢 vs WSC海老名 南ヶ丘少年少女U12 青 3 vs 8 橙 ヘラクレス大磯ジュニア Lトレイス AZヴェール 南ヶ丘 2試合目以降

3試合目 19:20 ロンドリーナ　ドイス vs 湘南FCロコミラクル アズヴェール藤沢ヴェール vs ロンドリーナ　トレイス WSC 2試合目以降

4試合目 20:00 ロンドリーナ　ドイス 灰 3 vs 1 黄 WSC海老名 湘ミラ エスポ 南ヶ丘少年少女U12 青 6 vs 5 白 アズヴェール藤沢ヴェール ヘラクレス Lトレイス

No.2 8月22日（月） ひらつかアリーナ ２５～３２

開始時間 Bピッチ

1試合目 18:00 ロンドリーナ　ウン 灰 vs 赤 湘南FCロコミラクル 湘スペ AZアズ アズヴェール藤沢ヴェール vs 湘南FCロコネクスト ×カルペソール

2試合目 18:40 ロンドリーナ　ウン vs アズヴェール藤沢アズール アズヴェール藤沢ヴェール vs 湘南FCロコスペシャル ×スクエア

3試合目 19:20 ロンドリーナ　ドイス 黄 vs 緑 アズヴェール藤沢アズール ヘラクレス大磯ジュニア 橙 vs 白 湘南FCロコネクスト 湘スペ AZヴェール ×南ヶ丘

4試合目 20:00 湘南FCロコミラクル 赤 vs 黄 ロンドリーナ　ドイス 湘南FCロコスペシャル vs ヘラクレス大磯ジュニア ×エスポルチ

No.3 9月5日（月） ひらつかアリーナ ３３～４０

開始時間 Bピッチ

1試合目 18:00 アズヴェール藤沢アズール 緑 vs 紺 エスポルチ藤沢 カルペ Lドイス ロンドリーナ　トレイス 灰 vs 赤 湘南FCロコネクスト AZヴェール WSC ×南ヶ丘12

2試合目 18:40 アズヴェール藤沢アズール vs カルペソール湘南 南ヶ丘少年少女U11 青 vs 黄 WSC 湘ネク Lトレイス

3試合目 19:20 ロンドリーナ　ドイス 灰 vs 黄 カルペソール湘南 AZアズ エスポ 南ヶ丘少年少女U11 青 vs 緑 アズヴェール藤沢ヴェール 湘ネク WSC

4試合目 20:00 ロンドリーナ　ドイス 灰 vs 紺 エスポルチ藤沢 カルペ AZアズ 湘南FCロコネクスト 赤 vs 黄 WSC 南u11 AZヴェール

Ｎo.4 9月12日（月） ひらつかアリーナ ５７～６４

開始時間 Bピッチ

1試合目 18:00 ロンドリーナ　ドイス 灰 vs 赤 湘南FCロコスペシャル エスポ Lウン スクエアＵ－１２ 赤 vs 灰 ロンドリーナ　トレイス 南u12 AZヴェール

2試合目 18:40 ロンドリーナ　ウン vs エスポルチ藤沢 南ヶ丘少年少女U12 青 vs 赤 スクエアＵ－１２ Lトレイス AZヴェール

3試合目 19:20 エスポルチ藤沢 紺 vs 赤 湘南FCロコスペシャル Lドイス Lウン 南ヶ丘少年少女U12 青 vs 灰 ロンドリーナ　トレイス WSC スクエア

4試合目 20:00 ロンドリーナ　ウン vs ロンドリーナ　ドイス アズヴェール藤沢ヴェール vs WSC

Ｎo.5 10月3日（月） ひらつかアリーナ ６５～７２

開始時間 Bピッチ

1試合目 18:00 カルペソール湘南 黄 vs 赤 湘南FCロコミラクル W海老名 湘スペ ロンドリーナ　トレイス 灰 vs 緑 アズヴェール藤沢ヴェール 南u12 南u11

2試合目 18:40 湘南FCロコスペシャル 白 vs 赤 湘南FCロコミラクル カルペ W海老名 南ヶ丘少年少女U12 vs アズヴェール藤沢ヴェール

3試合目 19:20 WSC海老名 vs カルペソール湘南 南ヶ丘少年少女U11 青 vs 灰 ロンドリーナ　トレイス 南u12 Lトレイス

4試合目 20:00 湘南FCロコスペシャル 白 vs 黄 WSC海老名 カルペ 湘ミラ 南ヶ丘少年少女U11 青 vs 白 南ヶ丘少年少女U12 AZヴェール Lトレイス

第17回神奈川県U-12フットサルリーグ　湘南地区　　
※日程変更が行われる場合がございます。詳細については各チームにてご確認ください。

Aピッチ 審判担当 Bピッチ 審判担当

青文字はトレーニングマッチ

Aピッチ 審判担当 審判担当

Aピッチ 審判担当 審判担当

Aピッチ 審判担当 審判担当

Aピッチ 審判担当 審判担当

ユニフォーム色
ユニフォーム色



No.6 10月24日（月） ひらつかアリーナ ８９～９６

開始時間 Bピッチ

18:00 ロンドリーナ　ドイス 灰 vs 緑 アズヴェール藤沢アズール Lウン エスポ 湘南FCロコネクスト 赤 vs 赤 スクエアＵ－１２ ヘラクレス 南u11

18:40 ロンドリーナ　ウン 赤 vs 灰 ロンドリーナ　ドイス エスポ AZアズ 湘南FCロコネクスト vs 南ヶ丘少年少女U11

19:20 アズヴェール藤沢アズール vs エスポルチ藤沢 スクエアＵ－１２ vs ヘラクレス大磯ジュニア

20:00 ロンドリーナ　ウン 赤 vs 紺 エスポルチ藤沢 AZアズ Lドイス 南ヶ丘少年少女U11 青 vs 橙 ヘラクレス大磯ジュニア スクエア 湘ネク

No.7 10月31日（月） ひらつかアリーナ １０３～１１０

開始時間 Bピッチ

18:00 ロンドリーナ　ドイス 灰 vs 赤 湘南FCロコミラクル W海老名 エスポ アズヴェール藤沢ヴェール 緑 vs 赤 スクエアＵ－１２ 湘ネク ヘラクレス ×南ヶ丘

18:40 エスポルチ藤沢 vs ロンドリーナ　ドイス 湘南FCロコネクスト vs ヘラクレス大磯ジュニア

19:20 WSC海老名 黄 vs 紺 エスポルチ藤沢 Lドイス 湘ミラ アズヴェール藤沢ヴェール 緑 vs 橙 ヘラクレス大磯ジュニア スクエア 湘ネク

20:00 WSC海老名 vs 湘南FCロコミラクル エスポ Lドイス スクエアＵ－１２ vs 湘南FCロコネクスト

Ｎo.8 11月7日（月） ひらつかアリーナ １１１～１１８

開始時間 Bピッチ

1試合目 18:00 カルペソール湘南 vs 湘南FCロコスペシャル アズヴェール藤沢ヴェール 緑 vs 赤 湘南FCロコネクスト WSC 南u12

2試合目 18:40 アズヴェール藤沢アズール vs WSC海老名 カルペ 湘スペ WSC 黄 vs 青 南ヶ丘少年少女U12 AZヴェール 湘ネク

3試合目 19:20 カルペソール湘南 水 vs 黄 WSC海老名 湘スペ AZアズ アズヴェール藤沢ヴェール 緑 vs 黄 WSC 南u12 湘ネク

4試合目 20:00 湘南FCロコスペシャル vs アズヴェール藤沢アズール 南ヶ丘少年少女U12 青 vs 赤 湘南FCロコネクスト WSC AZヴェール

※日程変更が行われる場合がございます。

   詳細については各チームにてご確認ください。

Ｎo.9 11月14日（月） ひらつかアリーナ １１１～１１８

開始時間 Bピッチ

1試合目 18:00 ロンドリーナ　ウン vs 湘南FCロコミラクル スクエアＵ－１２ vs 湘南FCロコネクスト

2試合目 18:40 WSC海老名 黄 vs 灰 ロンドリーナ　ウン AZアズ 湘ミラ 南ヶ丘少年少女U11 白 vs 赤 スクエアＵ－１２ 湘ネク WSC

3試合目 19:20 WSC海老名 vs アズヴェール藤沢アズール 湘南FCロコネクスト 赤 vs 白 南ヶ丘少年少女U11 スクエア WSC

4試合目 20:00 湘南FCロコミラクル 赤 vs 緑 アズヴェール藤沢アズール Lウン W海老名 スクエアＵ－１２ 赤 vs 黄 WSC 南u11 湘ネク

Ｎo.10 11月28日（月） ひらつかアリーナ １１１～１１８

開始時間 Bピッチ

1試合目 18:00 カルペソール湘南 黄 vs 紺 エスポルチ藤沢 Lウン 湘スペ スクエアＵ－１２ 赤 vs 橙 ヘラクレス大磯ジュニア WSC Lトレイス

2試合目 18:40 ロンドリーナ　ウン 灰 vs 白 湘南FCロコスペシャル エスポ カルペ ロンドリーナ　トレイス 灰 vs 黄 WSC ヘラクレス スクエア

3試合目 19:20 湘南FCロコスペシャル vs エスポルチ藤沢 南ヶ丘少年少女U12 vs 南ヶ丘少年少女U11 プレーオフ予備（南ヶ丘）

4試合目 20:00 アズヴェール藤沢アズール 緑 vs 黄 カルペソール湘南 湘スペ エスポ WSC 黄 vs 橙 ヘラクレス大磯ジュニア スクエア 南u12

Ｎo.11 12月5日（月） ひらつかアリーナ

開始時間 Bピッチ

1試合目 18:00 アズヴェール藤沢アズール 緑 vs 赤 湘南FCロコスペシャル Lウン カルペ 赤 vs 橙 ×南ヶ丘

2試合目 18:40 カルペソール湘南 黄 vs 灰 ロンドリーナ　ウン 湘スペ AZアズ vs

3試合目 19:20 アズヴェール藤沢アズール 緑 vs 灰 ロンドリーナ　ウン カルペ 湘スペ １部　７位 vs ２部　２位 1部6位 2部3位

4試合目 20:00 湘南FCロコスペシャル 赤 vs 黄 カルペソール湘南 AZアズ Lウン １部　６位 黄 vs 赤 ２部　３位 1部7位 2部2位
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