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第１節 ４月１９日

時  間 審判 審判・記録・ＴＫ

9:30 奥山蹴球雑技団 ｖｓ ラドゥローネ UFCラソパーニュ タルタルーガ

11:10 トゥリパーノFC ｖｓ エスペランザ 奥山蹴球雑技団 ラドゥローネ

12:50 タルタルーガ ｖｓ UFCラソパーニュ リフォルマフットサルクラブ 鳥取大学FC.GC

14:30 ルイ ｖｓ エルハーブ トゥリパーノFC エスペランザ

16:10 リフォルマフットサルクラブ ｖｓ 鳥取大学FC.GC ルイ エルハーブ

第２節 ５月３日

時  間 審判 審判・記録・ＴＫ・運営

9:30 リフォルマフットサルクラブ ｖｓ エルハーブ エスペランザ ルイ

11:10 UFCラソパーニュ ｖｓ 鳥取大学FC.GC エルハーブ リフォルマフットサルクラブ

12:50 ルイ ｖｓ エスペランザ ラドゥローネ タルタルーガ

14:30 トゥリパーノFC ｖｓ 奥山蹴球雑技団 UFCラソパーニュ 鳥取大学FC.GC

16:10 タルタルーガ ｖｓ ラドゥローネ トゥリパーノFC 奥山蹴球雑技団

第３節 ５月２４日

時  間 審判 審判・記録・ＴＫ

9:30 タルタルーガ ｖｓ トゥリパーノFC UFCラソパーニュ リフォルマフットサルクラブ

11:10 ルイ ｖｓ 奥山蹴球雑技団 タルタルーガ トゥリパーノFC

12:50 UFCラソパーニュ ｖｓ リフォルマフットサルクラブ エスペランザ エルハーブ

14:30 ラドゥローネ ｖｓ 鳥取大学FC.GC 奥山蹴球雑技団 ルイ

16:10 エスペランザ ｖｓ エルハーブ 鳥取大学FC.GC ラドゥローネ

第４節 ６月７日

時  間 審判 審判・記録・ＴＫ

9:30 ラドゥローネ ｖｓ UFCラソパーニュ エルハーブ 奥山蹴球雑技団

11:10 ルイ ｖｓ タルタルーガ ラドゥローネ UFCラソパーニュ

12:50 奥山蹴球雑技団 ｖｓ エルハーブ トゥリパーノFC 鳥取大学FC.GC

14:30 リフォルマフットサルクラブ ｖｓ エスペランザ ルイ タルタルーガ

16:10 トゥリパーノFC ｖｓ 鳥取大学FC.GC リフォルマフットサルクラブ エスペランザ

第５節 ６月２１日

時  間 審判 審判・記録・ＴＫ

9:30 ルイ ｖｓ 鳥取大学FC.GC タルタルーガ エルハーブ

11:10 リフォルマフットサルクラブ ｖｓ ラドゥローネ 鳥取大学FC.GC ルイ

12:50 タルタルーガ ｖｓ エルハーブ 奥山蹴球雑技団 エスペランザ

14:30 UFCラソパーニュ ｖｓ トゥリパーノFC リフォルマフットサルクラブ ラドゥローネ

16:10 奥山蹴球雑技団 ｖｓ エスペランザ トゥリパーノFC UFCラソパーニュ

鳥取県フットサルリーグ２０１５　日程表

あやめ池スポーツセンター

対  戦

鳥取市民体育館

対  戦

あやめ池スポーツセンター

対  戦

あやめ池スポーツセンター

対  戦

あやめ池スポーツセンター

対  戦



鳥取県フットサルリーグ２０１５　日程表

第６節 ７月５日

時  間 審判 審判・記録・ＴＫ

9:30 タルタルーガ ｖｓ エスペランザ トゥリパーノFC ラドゥローネ

11:10 エルハーブ ｖｓ 鳥取大学FC.GC エスペランザ タルタルーガ

12:50 トゥリパーノFC ｖｓ ラドゥローネ UFCラソパーニュ ルイ

14:30 リフォルマフットサルクラブ ｖｓ 奥山蹴球雑技団 鳥取大学FC.GC エルハーブ

16:10 ルイ ｖｓ UFCラソパーニュ 奥山蹴球雑技団 リフォルマフットサルクラブ

第７節 ７月２６日

時  間 審判 審判・記録・ＴＫ

9:30 エスペランザ ｖｓ 鳥取大学FC.GC リフォルマフットサルクラブ トゥリパーノFC

11:10 UFCラソパーニュ ｖｓ エルハーブ エスペランザ 鳥取大学FC.GC

12:50 リフォルマフットサルクラブ ｖｓ トゥリパーノFC タルタルーガ 奥山蹴球雑技団

14:30 ルイ ｖｓ ラドゥローネ エルハーブ UFCラソパーニュ

16:10 タルタルーガ ｖｓ 奥山蹴球雑技団 ルイ ラドゥローネ

第８節 ８月２３日

時  間 審判 審判・記録・ＴＫ

9:30 ルイ ｖｓ トゥリパーノFC 奥山蹴球雑技団 鳥取大学FC.GC

11:10 リフォルマフットサルクラブ ｖｓ タルタルーガ ルイ トゥリパーノFC

12:50 奥山蹴球雑技団 ｖｓ 鳥取大学FC.GC ラドゥローネ エルハーブ

14:30 エスペランザ ｖｓ UFCラソパーニュ タルタルーガ リフォルマフットサルクラブ

16:10 ラドゥローネ ｖｓ エルハーブ エスペランザ UFCラソパーニュ

第９節 ９月２０日

時  間 審判 審判・記録・ＴＫ

9:30 奥山蹴球雑技団 ｖｓ UFCラソパーニュ ラドゥローネ エスペランザ

11:10 トゥリパーノFC ｖｓ エルハーブ UFCラソパーニュ 奥山蹴球雑技団

12:50 ラドゥローネ ｖｓ エスペランザ リフォルマフットサルクラブ ルイ

14:30 タルタルーガ ｖｓ 鳥取大学FC.GC エルハーブ トゥリパーノFC

16:10 リフォルマフットサルクラブ ｖｓ ルイ 鳥取大学FC.GC タルタルーガ

第１０節 １０月１１日

時  間 審判 審判・運営・オフィシャル

9:30 レギュラーシリーズ１位 ｖｓ レギュラーシリーズ３位 派遣審判 リーグ9位

ｖｓ

12:00 レギュラーシリーズ２位 ｖｓ レギュラーシリーズ３位 派遣審判 リーグ8位

ｖｓ

14:30 レギュラーシリーズ１位 ｖｓ レギュラーシリーズ２位 派遣審判 リーグ10位

ｖｓ

あやめ池スポーツセンター

対  戦

あやめ池スポーツセンター

対  戦

あやめ池スポーツセンター

対戦

あやめ池スポーツセンター

対  戦

あやめ池スポーツセンター

対  戦


