
第１節 ７月１２日 鳥取大学FC.GC.

開始時間
９︓１５ ファレイア鳥取/コエーロ ｖｓ ラドゥローネ

１１︓１５ トゥリパーノFC ｖｓ エルハーブ
１３︓１５ リフォルマフットサルクラブ ｖｓ ルイ
１５︓１５ UFCラソパーニュ ｖｓ 奥山蹴球雑技団

第２節 ８月３０日 UFCラソパーニュ

開始時間
９︓１５ 鳥取大学FC.GC. ｖｓ ルイ

１１︓１５ ファレイア鳥取/コエーロ ｖｓ リフォルマフットサルクラブ
１３︓１５ エルハーブ ｖｓ 奥山蹴球雑技団
１５︓１５ トゥリパーノFC ｖｓ ラドゥローネ

第３節 ９月１３日 ファレイア鳥取/コエーロ

開始時間
９︓１５ トゥリパーノFC ｖｓ ルイ

１１︓１５ 鳥取大学FC.GC. ｖｓ UFCラソパーニュ
１３︓１５ ラドゥローネ ｖｓ 奥山蹴球雑技団
１５︓１５ エルハーブ ｖｓ リフォルマフットサルクラブ

第４節 ９月２７日 エルハーブ

開始時間
９︓１５ ラドゥローネ ｖｓ リフォルマフットサルクラブ

１１︓１５ トゥリパーノFC ｖｓ 奥山蹴球雑技団
１３︓１５ 鳥取大学FC.GC. ｖｓ ファレイア鳥取/コエーロ
１５︓１５ ルイ ｖｓ UFCラソパーニュ

第５節 １０月４日 ラドゥローネ

開始時間
９︓１５ 奥山蹴球雑技団 ｖｓ リフォルマフットサルクラブ

１１︓１５ ルイ ｖｓ ファレイア鳥取/コエーロ
１３︓１５ トゥリパーノFC ｖｓ UFCラソパーニュ
１５︓１５ 鳥取大学FC.GC. ｖｓ エルハーブ

第６節 １１月１５日 → 延 期 ルイ

開始時間
９︓１５ トゥリパーノFC ｖｓ 鳥取大学FC.GC.

１１︓１５ エルハーブ ｖｓ ラドゥローネ
１３︓１５ リフォルマフットサルクラブ ｖｓ UFCラソパーニュ
１５︓１５ ファレイア鳥取/コエーロ ｖｓ 奥山蹴球雑技団

第７節 １２月２７日 奥山蹴球雑技団

開始時間
９︓１５ UFCラソパーニュ ｖｓ ファレイア鳥取/コエーロ

１１︓１５ トゥリパーノFC ｖｓ リフォルマフットサルクラブ
１３︓１５ ラドゥローネ ｖｓ 鳥取大学FC.GC.
１５︓１５ ルイ ｖｓ エルハーブ

第８節 １月２４日 リフォルマフットサルクラブ

開始時間
９︓１５ UFCラソパーニュ ｖｓ エルハーブ

１１︓１５ 奥山蹴球雑技団 ｖｓ 鳥取大学FC.GC.
１３︓１５ ルイ ｖｓ ラドゥローネ
１５︓１５ トゥリパーノFC ｖｓ ファレイア鳥取/コエーロ

第９節 １月３１日 トゥリパーノFC

開始時間
９︓１５ 奥山蹴球雑技団 ｖｓ ルイ

１１︓１５ リフォルマフットサルクラブ ｖｓ 鳥取大学FC.GC.
１３︓１５ ファレイア鳥取/コエーロ ｖｓ エルハーブ
１５︓１５ UFCラソパーニュ ｖｓ ラドゥローネ

第１０節 ２月７日
試合開始時間

９︓３０ レギュラーシーズン１位 ｖｓ レギュラーシーズン３位
１２︓００ レギュラーシーズン２位 ｖｓ レギュラーシーズン３位
１４︓３０ レギュラーシーズン１位 ｖｓ レギュラーシーズン２位

ルイ ファレイア鳥取/コエーロ
奥山蹴球雑技団 リフォルマフットサルクラブ

トゥリパーノFC リフォルマフットサルクラブ

UFCラソパーニュ ファレイア鳥取/コエーロ
ルイ エルハーブ

ラドゥローネ 鳥取大学FC.GC.

奥山蹴球雑技団 鳥取大学FC.GC.

鳥取大学FC.GC. UFCラソパーニュ
トゥリパーノFC ルイ

エルハーブ リフォルマフットサルクラブ

ラドゥローネ 奥山蹴球雑技団

主審・2審・3審・TK・記録・ボールパーソン4名（計9名）

鳥取県フットサルリーグ2020 日程 ※7月4日時点

あやめ池スポーツセンター
対戦 主審・2審・3審・TK・記録・ボールパーソン4名（計9名）

トゥリパーノFC エルハーブ
ファレイア鳥取/コエーロ ラドゥローネ

鳥取市⺠体育館
対戦

あやめ池スポーツセンター
対戦

UFCラソパーニュ 奥山蹴球雑技団
ルイリフォルマフットサルクラブ

主審・2審・3審・TK・記録・ボールパーソン4名（計9名）

ファレイア鳥取/コエーロ リフォルマフットサルクラブ

鳥取大学FC.GC.
トゥリパーノFC

エルハーブ

ルイ
ラドゥローネ

奥山蹴球雑技団

主審・2審・3審・TK・記録・ボールパーソン4名（計9名）

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

トゥリパーノFC 奥山蹴球雑技団
ラドゥローネ リフォルマフットサルクラブ

ルイ UFCラソパーニュ
鳥取大学FC.GC. ファレイア鳥取/コエーロ

主審・2審・3審・TK・記録・ボールパーソン4名（計9名）

三朝総合スポーツセンター
対戦

三朝総合スポーツセンター
対戦

鳥取大学FC.GC. エルハーブ
トゥリパーノFC UFCラソパーニュ

エルハーブ ラドゥローネ
トゥリパーノFC 鳥取大学FC.GC.

ファレイア鳥取/コエーロ 奥山蹴球雑技団
リフォルマフットサルクラブ UFCラソパーニュ

主審・2審・3審・TK・記録・ボールパーソン4名（計9名）

主審・2審・3審・TK・記録・ボールパーソン4名（計9名）

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

UFCラソパーニュ エルハーブ
トゥリパーノFC ファレイア鳥取/コエーロ

ルイ ラドゥローネ

主審・2審・3審・TK・記録・ボールパーソン4名（計9名）

主審・2審・3審・TK・記録・ボールパーソン4名（計9名）

リフォルマフットサルクラブ 鳥取大学FC.GC.
奥山蹴球雑技団 ルイ

レギュラーシーズン８位
レギュラーシーズン９位

あやめ池スポーツセンター チャンピオンシリーズ（上位３チーム）
対戦 審判・運営・オフィシャル

レギュラーシーズン７位

UFCラソパーニュ ラドゥローネ
ファレイア鳥取/コエーロ エルハーブ


