
5月17日（日) 宇都宮市明保野体育館

パウリスタ 会場片付け

－ 主審 パウリスタ 第2 カバザール

－ 第3 パウリスタ ﾀｲﾏｰ カバザール

－ 主審 小山南高校 第2 国分寺FC

－ 第3 小山南高校 ﾀｲﾏｰ 国分寺FC

－ 主審 アデランテ 第2 ヘブン

－ 第3 アデランテ ﾀｲﾏｰ ヘブン

－ 主審 マジカオ 第2 どんぐりFC

－ 第3 マジカオ ﾀｲﾏｰ どんぐりFC

－

－

5月31日(日) 真岡市スポーツ交流館

蹴人 会場片付け

－ 主審 蹴人 第2 アデランテ

－ 第3 蹴人 ﾀｲﾏｰ アデランテ

－ 主審 ヘブン 第2 マジカオ

－ 第3 ヘブン ﾀｲﾏｰ マジカオ

－ 主審 エビス 第2 ブラジニア

－ 第3 エビス ﾀｲﾏｰ ブラジニア

－ 主審 赤堀 第2 ホウトク

－ 第3 赤堀 ﾀｲﾏｰ ホウトク

－

－

７月5日（日) 宇都宮市スケートセンター

国分寺FC 会場片付け

－ 主審 国分寺FC 第2 エビス

－ 第3 国分寺FC ﾀｲﾏｰ エビス

－ 主審 ブラジニア 第2 赤堀

－ 第3 ブラジニア ﾀｲﾏｰ 赤堀

－ 主審 どんぐりFC 第2 パウリスタ

－ 第3 どんぐりFC ﾀｲﾏｰ パウリスタ

－ 主審 カバザール 第2 小山南高校

－ 第3 カバザール ﾀｲﾏｰ 小山南高校

－

－

７月１２日（日) 宇都宮市スケートセンター

どんぐりFC 会場片付け

－ 主審 どんぐりFC 第2 ブラジニア

－ 第3 どんぐりFC ﾀｲﾏｰ 小山南高校

－ 主審 カバザール 第2 国分寺FC

－ 第3 カバザール ﾀｲﾏｰ 国分寺FC

－ 主審 パウリスタ 第2 蹴人

－ 第3 パウリスタ ﾀｲﾏｰ 蹴人

－ 主審 アデランテ 第2 マジカオ

－ 第3 アデランテ ﾀｲﾏｰ マジカオ

－ 主審 ヘブン 第2 小山南高校

－ 第3 ヘブン ﾀｲﾏｰ 小山南高校
第５試合 15時30分

第4節

第3試合 12時30分

第４試合 14時00分

会場設営

第1試合 9時30分

第2試合 11時00分

第４試合 14時10分

****** ******

第2試合 11時10分

第3試合 12時40分

第2節

開幕

第1試合 9時40分

会場設営

第3節

第４試合 15時00分

****** ******

マジカオ どんぐりFC第2試合 11時40分

第3試合 13時20分

第6回栃木県フットサルリーグ（2部）

アデランテ マジカオ

小山南高校

カバザール 国分寺FC

ヘブン

ブラジニア 赤堀

国分寺FC エビス

カバザール 小山南高校

どんぐりFC パウリスタ

ヘブン マジカオ

蹴人 アデランテ

赤堀 ホウトク

エビス ブラジニア

小山南高校 国分寺FC

パウリスタ カバザール

ヘブン

マジカオ どんぐりFC会場設営

第1試合

カバザール

アデランテ10時00分

会場設営

第1試合

第2試合

第3試合

10時00分

11時40分

13時20分

第４試合

******

15時00分

******

アデランテ

エビス

ブラジニア

赤堀 ホウトク

カバザール 小山南高校

カバザール 国分寺FC

パウリスタ 蹴人

どんぐりFC ブラジニア



７月１９日(日) 真岡市スポーツ交流館

マジカオ 会場片付け

－ 主審 小山南高校 第2 赤堀

－ 第3 小山南高校 ﾀｲﾏｰ 赤堀

－ 主審 蹴人 第2 エビス

－ 第3 蹴人 ﾀｲﾏｰ エビス

－ 主審 国分寺FC 第2 ホウトク

－ 第3 国分寺FC ﾀｲﾏｰ ホウトク

－ 主審 アデランテ 第2 ブラジニア

－ 第3 アデランテ ﾀｲﾏｰ ブラジニア

－ 主審 マジカオ 第2 カバザール

－ 第3 マジカオ ﾀｲﾏｰ カバザール

７月２６日(日) 宇都宮市スケートセンター

小山南高校 会場片付け

－ 主審 小山南高校 第2 蹴人

－ 第3 小山南高校 ﾀｲﾏｰ 蹴人

－ 主審 カバザール 第2 赤堀

－ 第3 カバザール ﾀｲﾏｰ 赤堀

－ 主審 エビス 第2 ホウトク

－ 第3 エビス ﾀｲﾏｰ ホウトク

－ 主審 パウリスタ 第2 マジカオ

－ 第3 パウリスタ ﾀｲﾏｰ マジカオ

－

－

８月２日（日) 宇都宮市清原体育館

アデランテ 会場片付け

－ 主審 マジカオ 第2 小山南高校

－ 第3 マジカオ ﾀｲﾏｰ 小山南高校

－ 主審 アデランテ 第2 どんぐりFC

－ 第3 アデランテ ﾀｲﾏｰ どんぐりFC

－ 主審 パウリスタ 第2 ブラジニア

－ 第3 パウリスタ ﾀｲﾏｰ ブラジニア

－

－

－

－

８月２日（日) 栃木市総合体育館

エビス 会場片付け

－ 主審 ヘブン 第2 国分寺FC

－ 第3 ヘブン ﾀｲﾏｰ 国分寺FC

－ 主審 エビス 第2 赤堀

－ 第3 エビス ﾀｲﾏｰ 赤堀

－ 主審 ホウトク 第2 蹴人

－ 第3 ホウトク ﾀｲﾏｰ 蹴人

－

－

－

－

第6回栃木県フットサルリーグ（2部）

第7節-B

第7節-A

****** ******

****** ******

第2試合 12時00分

第3試合 14時00分

****** ******

会場設営

第1試合 10時00分

第3試合 14時00分

****** ******

第1試合 10時00分

第2試合 12時00分

****** ******

第6節

会場設営

第3試合 13時20分

第４試合 15時00分

第1試合 10時00分

第2試合 11時40分

第５試合 15時30分

第5節

会場設営

第3試合 12時30分

第４試合 14時00分

第1試合 9時30分

第2試合 11時00分

会場設営

エビス 赤堀

アデランテ ブラジニア

どんぐりFC

赤堀

ヘブン

パウリスタ ブラジニア

マジカオ 小山南高校

国分寺FC

ホウトク 蹴人

アデランテ どんぐりFC

カバザール 赤堀

小山南高校 蹴人

パウリスタ マジカオ

エビス ホウトク

蹴人 エビス

マジカオ カバザール

小山南高校 赤堀

蹴人

カバザール

国分寺FC ホウトク

蹴人 エビス

パウリスタ マジカオ

マジカオ 小山南高校

ヘブン 国分寺FC



８月９日(日) 宇都宮市雀宮体育館

国分寺FC 会場片付け

－ 主審 国分寺FC 第2 ブラジニア

－ 第3 国分寺FC ﾀｲﾏｰ ブラジニア

－ 主審 パウリスタ 第2 ホウトク

－ 第3 パウリスタ ﾀｲﾏｰ ホウトク

－ 主審 マジカオ 第2 蹴人

－ 第3 マジカオ ﾀｲﾏｰ 蹴人

－ 主審 ヘブン 第2 どんぐりFC

－ 第3 ヘブン ﾀｲﾏｰ どんぐりFC

－

－

８月１６日（日) 宇都宮市体育館

マジカオ 会場片付け

－ 主審 アデランテ 第2 パウリスタ

－ 第3 アデランテ ﾀｲﾏｰ パウリスタ

－ 主審 マジカオ 第2 エビス

－ 第3 マジカオ ﾀｲﾏｰ エビス

－ 主審 カバザール 第2 ホウトク

－ 第3 カバザール ﾀｲﾏｰ ホウトク

－

－

－

－

８月１６日（日) 宇都宮市清原体育館

赤堀 会場片付け

－ 主審 ヘブン 第2 ブラジニア

－ 第3 ヘブン ﾀｲﾏｰ ブラジニア

－ 主審 赤堀 第2 蹴人

－ 第3 赤堀 ﾀｲﾏｰ 蹴人

－ 主審 どんぐりFC 第2 小山南高校

－ 第3 どんぐりFC ﾀｲﾏｰ 小山南高校

－

－

－

－

８月２３日（日) 真岡市スポーツ交流館

赤堀 会場片付け

－ 主審 赤堀 第2 アデランテ

－ 第3 赤堀 ﾀｲﾏｰ アデランテ

－ 主審 どんぐりFC 第2 蹴人

－ 第3 どんぐりFC ﾀｲﾏｰ 蹴人

－ 主審 カバザール 第2 ヘブン

－ 第3 カバザール ﾀｲﾏｰ ヘブン

－ 主審 小山南高校 第2 ブラジニア

－ 第3 小山南高校 ﾀｲﾏｰ ブラジニア

－

－

小山南高校 ブラジニア

ヘブン どんぐりFC

第6回栃木県フットサルリーグ（2部）

第４試合 15時00分

****** ******

第2試合 11時40分

第3試合 13時20分

第９節-A

第８節

会場設営

第1試合 10時00分

第1０節

****** ******

****** ******

第2試合 12時00分

第3試合 14時00分

****** ******

会場設営

第1試合 10時00分

第９節-B

第3試合 14時00分

****** ******

会場設営

第1試合 10時00分

第2試合 12時00分

****** ******

第3試合 13時20分

第４試合 15時00分

会場設営

第1試合 10時00分

第2試合 11時40分

アデランテ パウリスタ

蹴人

アデランテ

ブラジニア

エビス

マジカオ 蹴人

カバザール ホウトク

パウリスタ ホウトク

国分寺FC ブラジニア

マジカオ エビス

ヘブン ブラジニア

赤堀 蹴人

どんぐりFC 小山南高校

カバザール ヘブン

赤堀 アデランテ

どんぐりFC 蹴人

ヘブン どんぐりFC

アデランテ パウリスタ

ヘブン ブラジニア

小山南高校 ブラジニア



１０月4日(日) 宇都宮市雀宮体育館

カバザール 会場片付け

－ 主審 カバザール 第2 エビス

－ 第3 カバザール ﾀｲﾏｰ エビス

－ 主審 アデランテ 第2 小山南高校

－ 第3 アデランテ ﾀｲﾏｰ 小山南高校

－ 主審 マジカオ 第2 赤堀

－ 第3 マジカオ ﾀｲﾏｰ 赤堀

－ 主審 国分寺FC 第2 蹴人

－ 第3 国分寺FC ﾀｲﾏｰ 蹴人

－

－

１０月18日(日) 真岡市スポーツ交流館

マジカオ 会場片付け

－ 主審 マジカオ 第2 ホウトク

－ 第3 マジカオ ﾀｲﾏｰ ホウトク

－ 主審 アデランテ 第2 カバザール

－ 第3 アデランテ ﾀｲﾏｰ カバザール

－ 主審 ブラジニア 第2 蹴人

－ 第3 ブラジニア ﾀｲﾏｰ 蹴人

－ 主審 ヘブン 第2 パウリスタ

－ 第3 ヘブン ﾀｲﾏｰ パウリスタ

－

－

１１月２２日（日) 真岡市スポーツ交流館
パウリスタ 会場片付け

－ 主審 パウリスタ 第2 国分寺FC

－ 第3 パウリスタ ﾀｲﾏｰ 国分寺FC

－ 主審 アデランテ 第2 エビス

－ 第3 アデランテ ﾀｲﾏｰ エビス

－ 主審 カバザール 第2 蹴人

－ 第3 カバザール ﾀｲﾏｰ 蹴人

－ 主審 小山南高校 第2 ホウトク

－ 第3 小山南高校 ﾀｲﾏｰ ホウトク

－

－

11月２９日（日) 大田原市県北体育館
マジカオ 会場片付け

－ 主審 マジカオ 第2 ブラジニア

－ 第3 マジカオ ﾀｲﾏｰ ブラジニア

－ 主審 どんぐりFC 第2 ホウトク

－ 第3 どんぐりFC ﾀｲﾏｰ ホウトク

－ 主審 ヘブン 第2 赤堀

－ 第3 ヘブン ﾀｲﾏｰ 赤堀

－ 主審 アデランテ 第2 国分寺FC

－ 第3 アデランテ ﾀｲﾏｰ 国分寺FC

－

－

アデランテ 国分寺FC

第6回栃木県フットサルリーグ（2部）

****** ******

第１４節

第3試合 13時20分

第４試合 15時00分

第1試合 10時00分

第3試合 13時20分

第４試合 15時00分

第2試合 11時40分

****** ******

会場設営

第４試合 15時00分

****** ******

11時40分

第1３節
会場設営

第1試合 10時00分

第2試合

第1１節

会場設営

第1試合 10時00分

第1２節

第４試合 15時00分

****** ******

第3試合 13時20分 カバザール

会場設営

第1試合 10時00分

第2試合 11時40分

マジカオ

どんぐりFC ホウトク

マジカオ ブラジニア

第2試合 12時00分

第3試合 13時20分

ブラジニア アデランテ 国分寺FC

ヘブン 赤堀

アデランテ エビス

小山南高校

カバザール

マジカオ ホウトク

カバザール

パウリスタ 国分寺FC

ホウトク

国分寺FC 小山南高校 ホウトク

蹴人

エビス

ホウトク

赤堀

国分寺FC

アデランテ

蹴人

アデランテ 小山南高校

エビス

ブラジニア 蹴人

ヘブン パウリスタ

ヘブン パウリスタ

国分寺FC 蹴人



１２月６日（日) 足利市体育館
ヘブン 会場片付け

－ 主審 ヘブン 第2 ホウトク

－ 第3 ヘブン ﾀｲﾏｰ ホウトク

－ 主審 エビス 第2 どんぐりFC

－ 第3 エビス ﾀｲﾏｰ どんぐりFC

－ 主審 国分寺FC 第2 赤堀

－ 第3 国分寺FC ﾀｲﾏｰ 赤堀

－ 主審 ブラジニア 第2 カバザール

－ 第3 ブラジニア ﾀｲﾏｰ カバザール

－

－

１２月２０日（日) 真岡市スポーツ交流館

ホウトク 会場片付け

－ 主審 ホウトク 第2 アデランテ

－ 第3 ホウトク ﾀｲﾏｰ アデランテ

－ 主審 パウリスタ 第2 エビス

－ 第3 パウリスタ ﾀｲﾏｰ エビス

－ 主審 マジカオ 第2 国分寺FC

－ 第3 マジカオ ﾀｲﾏｰ 国分寺FC

－ 主審 どんぐりFC 第2 赤堀

－ 第3 どんぐりFC ﾀｲﾏｰ 赤堀

－

－

１２月２７日（日) 宇都宮市清原体育館
小山南高校 会場片付け

－ 主審 小山南高校 第2 パウリスタ

－ 第3 小山南高校 ﾀｲﾏｰ パウリスタ

－ 主審 どんぐりFC 第2 国分寺FC

－ 第3 どんぐりFC ﾀｲﾏｰ 国分寺FC

－ 主審 ホウトク 第2 ブラジニア

－ 第3 ホウトク ﾀｲﾏｰ ブラジニア

－ 主審 エビス 第2 ヘブン

－ 第3 エビス ﾀｲﾏｰ ヘブン

－

－

1月１０日（日) 真岡市スポーツ交流館
蹴人 会場片付け

－ 主審 蹴人 第2 ヘブン

－ 第3 蹴人 ﾀｲﾏｰ ヘブン

－ 主審 小山南高校 第2 エビス

－ 第3 小山南高校 ﾀｲﾏｰ エビス

－ 主審 パウリスタ 第2 赤堀

－ 第3 パウリスタ ﾀｲﾏｰ 赤堀

－ 主審 カバザール 第2 どんぐりFC

－ 第3 カバザール ﾀｲﾏｰ どんぐりFC

－

－

ヘブン

カバザール どんぐりFC

赤堀

ブラジニア カバザール

第１８節

第４試合 15時00分

****** ******

****** ******

****** ******

第４試合 15時00分 小山南高校 エビス

ヘブン蹴人

第1試合 10時00分 パウリスタ

第2試合 11時40分

第3試合 13時20分

会場設営 ヘブン カバザール どんぐりFC

会場設営

第１７節

第3試合 12時40分

第４試合 14時10分

第2試合 11時10分

****** ******

第１６節

会場設営

第1試合 9時40分

第１５節

第6回栃木県フットサルリーグ（2部）

第3試合 13時20分 ヘブン ホウトク

ホウトク ブラジニア

第４試合 15時00分

第1試合 10時00分

第2試合 11時40分

会場設営

どんぐりFC 国分寺FC

小山南高校

10時00分

エビス

パウリスタ

パウリスタ エビス ヘブン

ホウトク ブラジニア

パウリスタ エビス

ホウトク アデランテ

どんぐりFC 赤堀

アデランテ どんぐりFC 赤堀

マジカオ 国分寺FC

エビス どんぐりFC

第1試合

第2試合 11時40分

第3試合 13時20分

カバザール

国分寺FC 赤堀


