
P.1

1 9:15 ～ 10:10 vs チーム幸男 vs 米沢東高校 vs
2 10:15 ～ 11:10 vs ソルフィSC vs 南陽FC vs
3 11:15 ～ 12:10 vs 金魚FC vs 米沢東高校 vs
4 12:20 ～ 13:15 vs IIDEFC vs ＢＡＷ vs
5 13:20 ～ 14:15 vs ヤングライオン vs ぞうさん2022 vs
6 14:20 ～ 15:15 vs IIDEFC vs あらしだSA vs
7 15:20 ～ 16:15 vs ヤングライオン vs 白楊（ぽぷら） vs

1 19:45 ～ 20:40 チーム幸男 vs ソルフィSC vs あらしだSA vs ぞうさん2022
2 20:45 ～ 21:40 南陽FC vs DEL SOL vs ＢＡＷ vs 白楊（ぽぷら）

1 9:15 ～ 10:10 vs ぞうさん2022 vs IIDEFC vs
2 10:15 ～ 11:10 vs あらしだSA vs ヤングライオン vs
3 11:15 ～ 12:10 vs 白楊（ぽぷら） vs IIDEFC vs
4 12:20 ～ 13:15 vs ＢＡＷ vs ヤングライオン vs
5 13:20 ～ 14:15 vs 米沢東高校 vs ソルフィSC vs
6 14:20 ～ 15:15 vs DEL SOL vs チーム幸男 vs
7 15:20 ～ 16:15 vs 米沢東高校 vs 南陽FC vs

1 19:45 ～ 20:40 DEL SOL vs 金魚FC vs ソルフィSC vs DEL SOL
2 20:45 ～ 21:40 チーム幸男 vs 南陽FC vs 南陽FC vs 金魚FC

1 9:15 ～ 10:10 vs 金魚FC vs ソルフィSC vs
2 10:15 ～ 11:10 vs 米沢東高校 vs DEL SOL vs
3 11:15 ～ 12:10 vs IIDEFC vs ヤングライオン vs
4 12:20 ～ 13:15 vs 米沢東高校 vs 南陽FC vs
5 13:20 ～ 14:15 vs IIDEFC vs ヤングライオン vs
6 14:20 ～ 15:15 vs ぞうさん2022 vs ＢＡＷ vs
7 15:20 ～ 16:15 vs あらしだSA vs 白楊（ぽぷら） vs

1 19:45 ～ 20:40 白楊（ぽぷら） vs ぞうさん2022 vs 金魚FC vs チーム幸男
2 20:45 ～ 21:40 ＢＡＷ vs あらしだSA vs ソルフィSC vs 南陽FC

1 9:15 ～ 10:10 vs 南陽FC vs DEL SOL vs
2 10:15 ～ 11:10 vs チーム幸男 vs 金魚FC vs
3 11:15 ～ 12:10 vs ヤングライオン vs 白楊（ぽぷら） vs
4 12:20 ～ 13:15 vs IIDEFC vs あらしだSA vs
5 13:20 ～ 14:15 vs ヤングライオン vs ぞうさん2022 vs
6 14:20 ～ 15:15 vs IIDEFC vs ＢＡＷ vs
7 15:20 ～ 16:15 vs ソルフィSC vs 米沢東高校 vs

1 19:45 ～ 20:40 ＢＡＷ vs あらしだSA vs ソルフィSC vs 金魚FC
2 20:45 ～ 21:40 ぞうさん2022 vs 白楊（ぽぷら） vs DEL SOL vs チーム幸男

1 9:15 ～ 10:10 あらしだSA vs ヤングライオン ぞうさん2022 vs あらしだSA チーム幸男 vs 南陽FC
2 10:15 ～ 11:10 ぞうさん2022 vs IIDEFC ＢＡＷ vs 白楊（ぽぷら） DEL SOL vs 金魚FC
3 11:15 ～ 12:10 ＢＡＷ vs ヤングライオン 米沢東高校 vs 金魚FC あらしだSA vs 白楊（ぽぷら）
4 12:20 ～ 13:15 白楊（ぽぷら） vs IIDEFC ソルフィSC vs DEL SOL ぞうさん2022 vs ＢＡＷ
5 13:20 ～ 14:15 南陽FC vs 金魚FC 米沢東高校 vs チーム幸男 予備日 vs 予備日
6 14:20 ～ 15:15 チーム幸男 vs ソルフィSC 予備日 vs 予備日 予備日 vs 予備日
7 15:20 ～ 16:15 DEL SOL vs 米沢東高校 予備日 vs 予備日 予備日 vs 予備日

1 19:45 ～ 20:40 vs vs vs
2 20:45 ～ 21:40 vs vs vs

試合日
2/12（日） 2/26（日） 3/12（日）

試合時間

試合日
1/18（水） 1/22（日） 1/25（水）

試合時間

試合日
12/21（水） 12/25（日） 12/28（水）

試合時間

試合日
1/4（水） 1/8（日） 1/11（水）

試合時間

試合日
12/7（水） 12/11（日） 12/14（水）

試合時間

2022年度（第２４回）米沢地区冬季フットサルリーグ日程表


