
開幕 5月31日(日)

会場設営 クレインズ 会場片付け

第1試合 － 主審 クレインズ 第2 ディスクレート

10時00分 － 第3 クレインズ ﾀｲﾏｰ ディスクレート

第2試合 － 主審 YUZUHA 第2 ﾚｼﾞｪﾝﾀﾞ三栄

11時40分 － 第3 YUZUHA ﾀｲﾏｰ ﾚｼﾞｪﾝﾀﾞ三栄

第3試合 － 主審 峰ＦＣ 第2 ｽﾎﾟﾙﾄ

13時20分 － 第3 峰ＦＣ ﾀｲﾏｰ ｽﾎﾟﾙﾄ

第4試合 － 主審 ﾋﾞﾙメン 第2 都賀

15時00分 － 第3 ﾋﾞﾙメン ﾀｲﾏｰ 都賀

第2節 7月5日(日）

会場設営 ｽﾎﾟﾙﾄ 会場片付け

第1試合 － 主審 ｽﾎﾟﾙﾄ 第2 ﾋﾞﾙメン

14時00分 － 第3 ｽﾎﾟﾙﾄ ﾀｲﾏｰ ﾋﾞﾙメン

第2試合 － 主審 ﾚｼﾞｪﾝﾀﾞ三栄 第2 ディスクレート

15時40分 － 第3 ﾚｼﾞｪﾝﾀﾞ三栄 ﾀｲﾏｰ ディスクレート

第3試合 － 主審 YUZUHA 第2 クレインズ

17時20分 － 第3 YUZUHA ﾀｲﾏｰ クレインズ

第4試合 － 主審 峰ＦＣ 第2 都賀

19時00分 － 第3 峰ＦＣ ﾀｲﾏｰ 都賀

第3節 7月12日（日）

会場設営 峰ＦＣ 会場片付け

第1試合 － 主審 峰ＦＣ 第2 ディスクレート

14時00分 － 第3 峰ＦＣ ﾀｲﾏｰ ディスクレート

第2試合 － 主審 ﾋﾞﾙメン 第2 YUZUHA

15時40分 － 第3 ﾋﾞﾙメン ﾀｲﾏｰ YUZUHA

第3試合 － 主審 ｽﾎﾟﾙﾄ 第2 クレインズ

17時20分 － 第3 ｽﾎﾟﾙﾄ ﾀｲﾏｰ クレインズ

第4試合 － 主審 都賀 第2 ﾚｼﾞｪﾝﾀﾞ三栄

19時00分 － 第3 都賀 ﾀｲﾏｰ ﾚｼﾞｪﾝﾀﾞ三栄

第4節 7月26日（日） 雀宮体育館

会場設営 峰ＦＣ 会場片付け

第1試合 － 主審 峰ＦＣ 第2 YUZUHA

10時00分 － 第3 峰ＦＣ ﾀｲﾏｰ YUZUHA

第2試合 － 主審 ﾋﾞﾙメン 第2 ﾚｼﾞｪﾝﾀﾞ三栄

11時40分 － 第3 ﾋﾞﾙメン ﾀｲﾏｰ ﾚｼﾞｪﾝﾀﾞ三栄

第3試合 － 主審 都賀 第2 クレインズ

13時20分 － 第3 都賀 ﾀｲﾏｰ クレインズ

第4試合 － 主審 ｽﾎﾟﾙﾄ 第2 ディスクレート

15時00分 － 第3 ｽﾎﾟﾙﾄ ﾀｲﾏｰ ディスクレート

雀宮体育館

クレインズ

YUZUHA

ディスクレート

ﾚｼﾞｪﾝﾀﾞ三栄

都賀 ﾚｼﾞｪﾝﾀﾞ三栄

YUZUHA ｽﾎﾟﾙﾄ ディスクレート

ディスクレート

都賀

ﾋﾞﾙメン 峰ＦＣ 都賀

第7回栃木県フットサルリーグ（1部）

ディスクレート

ｽﾎﾟﾙﾄ

都賀

峰ＦＣ

ﾋﾞﾙメン

ﾋﾞﾙメン

雀宮体育館

YUZUHA

栃木市総合体育館

クレインズ

峰ＦＣ 都賀

ｽﾎﾟﾙﾄ ﾋﾞﾙメン

ﾚｼﾞｪﾝﾀﾞ三栄 ディスクレート

ｽﾎﾟﾙﾄ クレインズ

都賀 ﾚｼﾞｪﾝﾀﾞ三栄

峰ＦＣ ディスクレート

ﾋﾞﾙメン YUZUHA

都賀 クレインズ

ｽﾎﾟﾙﾄ ディスクレート

峰ＦＣ YUZUHA

ﾋﾞﾙメン ﾚｼﾞｪﾝﾀﾞ三栄



第5節 8月2日（日） 宇都宮市体育館

会場設営 ﾋﾞﾙメン 会場片付け

第1試合 － 主審 ﾋﾞﾙメン 第2 ディスクレート

10時00分 － 第3 ﾋﾞﾙメン ﾀｲﾏｰ ディスクレート

第2試合 － 主審 都賀 第2 YUZUHA

11時40分 － 第3 都賀 ﾀｲﾏｰ YUZUHA

第3試合 － 主審 峰ＦＣ 第2 クレインズ

13時20分 － 第3 峰ＦＣ ﾀｲﾏｰ クレインズ

第4試合 － 主審 ｽﾎﾟﾙﾄ 第2 ﾚｼﾞｪﾝﾀﾞ三栄

15時00分 － 第3 ｽﾎﾟﾙﾄ ﾀｲﾏｰ ﾚｼﾞｪﾝﾀﾞ三栄

第6節 8月9日（日） 宇都宮市清原体育館

会場設営 ﾋﾞﾙメン 会場片付け

第1試合 － 主審 ﾋﾞﾙメン 第2 クレインズ

10時00分 － 第3 ﾋﾞﾙメン ﾀｲﾏｰ クレインズ

第2試合 － 主審 峰ＦＣ 第2 ﾚｼﾞｪﾝﾀﾞ三栄

11時40分 － 第3 峰ＦＣ ﾀｲﾏｰ ﾚｼﾞｪﾝﾀﾞ三栄

第3試合 － 主審 ｽﾎﾟﾙﾄ 第2 都賀

13時20分 － 第3 ｽﾎﾟﾙﾄ ﾀｲﾏｰ 都賀

第4試合 － 主審 YUZUHA 第2 ディスクレート

15時00分 － 第3 YUZUHA ﾀｲﾏｰ ディスクレート

第7節 ８月23日（日） 宇都宮市清原体育館

会場設営 ｽﾎﾟﾙﾄ 会場片付け

第1試合 － 主審 ｽﾎﾟﾙﾄ 第2 YUZUHA

10時00分 － 第3 ｽﾎﾟﾙﾄ ﾀｲﾏｰ YUZUHA

第2試合 － 主審 都賀 第2 ディスクレート

11時40分 － 第3 都賀 ﾀｲﾏｰ ディスクレート

第3試合 － 主審 ﾚｼﾞｪﾝﾀﾞ三栄 第2 クレインズ

13時20分 － 第3 ﾚｼﾞｪﾝﾀﾞ三栄 ﾀｲﾏｰ クレインズ

第4試合 － 主審 峰ＦＣ 第2 ﾋﾞﾙメン

15時00分 － 第3 峰ＦＣ ﾀｲﾏｰ ﾋﾞﾙメン

峰ＦＣ ﾋﾞﾙメン

ﾚｼﾞｪﾝﾀﾞ三栄 クレインズ

YUZUHA

YUZUHA ディスクレート

ｽﾎﾟﾙﾄ 都賀

クレインズ

ﾚｼﾞｪﾝﾀﾞ三栄

峰ＦＣ クレインズ

第7回栃木県フットサルリーグ（1部）

ディスクレート ｽﾎﾟﾙﾄ

ｽﾎﾟﾙﾄ ﾚｼﾞｪﾝﾀﾞ三栄

ﾋﾞﾙメン ディスクレート

都賀 YUZUHA

YUZUHA ディスクレート

ﾋﾞﾙメン クレインズ

峰ＦＣ ﾚｼﾞｪﾝﾀﾞ三栄

峰ＦＣ ﾋﾞﾙメン

ディスクレート

ｽﾎﾟﾙﾄ YUZUHA

都賀



第8節 11月22日（日） 宇都宮市清原体育館

会場設営 前期1位 会場片付け

第1試合 － 主審 前期1位 第2 前期4位

10時20分 － 第3 前期1位 ﾀｲﾏｰ 前期4位

第2試合 － 主審 前期2位 第2 前期3位

12時40分 － 第3 前期2位 ﾀｲﾏｰ 前期3位

第3試合 － 主審 前期6位 第2 前期7位

15時00分 － 第3 前期6位 ﾀｲﾏｰ 前期7位

第9節 11月29日（日） 雀宮体育館

会場設営 前期5位 会場片付け

第1試合 － 主審 前期2位 第2 前期4位

10時20分 － 第3 前期2位 ﾀｲﾏｰ 前期4位

第2試合 － 主審 前期5位 第2 前期7位

12時40分 － 第3 前期5位 ﾀｲﾏｰ 前期7位

第3試合 － 主審 前期1位 第2 前期3位

15時00分 － 第3 前期1位 ﾀｲﾏｰ 前期3位

最終節 12月27日（日） 宇都宮市体育館

会場設営 前期3位 会場片付け

第1試合 － 主審 前期3位 第2 前期4位

10時20分 － 第3 前期3位 ﾀｲﾏｰ 前期4位

第2試合 － 主審 前期1位 第2 前期2位

12時40分 － 第3 前期1位 ﾀｲﾏｰ 前期2位

第3試合 － 主審 前期5位 第2 前期6位

15時00分 － 第3 前期5位 ﾀｲﾏｰ 前期6位

前期4位前期1位

前期2位 前期3位

前期7位 前期2位 前期4位

前期1位 前期3位

前期2位 前期4位

前期1位 前期2位

前期3位 前期4位

前期5位 前期6位

前期4位 前期5位 前期6位

前期5位 前期7位

前期7位前期4位

前期7位

第7回栃木県フットサルリーグ（1部）

前期6位

前期6位


