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■ 会 場：　 ■ 会 場：　
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10:30 【1】 A1 柏 - A2 カティオーラ 【2】 B1 リガーレ - B2 ミカロ 10:30 【3】 C1 ＦＩＲＥ - C2 ランブレッタ 【4】 D1 ディヴェル - D2  ミキハウス

12:20 【5】 A3 フォース - A4 ＳＷＨＦＣ 【6】 B3 Ｆ・ＤＯ - B4 大和撫子 12:20 【7】 C3 あがりゃんせ - C4 Ｌｕｃｈａ 【8】 D3 名古屋サテ - D4 ヴィンセドール

15:10 【9】 A1 柏 - A4 ＳＷＨＦＣ 【10】 B1 リガーレ - B4 大和撫子 15:10 【11】 C1 ＦＩＲＥ - C4 Ｌｕｃｈａ 【12】 D1 ディヴェル - D4 ヴィンセドール

17:20 【13】 A2 カティオーラ - A3 フォース 【14】 B2 ミカロ - B3 Ｆ・ＤＯ 17:20 【15】 C2 ランブレッタ - C3 あがりゃんせ 【16】 D2  ミキハウス - D3 名古屋サテ

9:30 【17】 A1 柏 - A3 フォース 【18】 B1 リガーレ - B3 Ｆ・ＤＯ 9:30 【19】 C1 ＦＩＲＥ - C3 あがりゃんせ 【20】 D1 ディヴェル - D3 名古屋サテ

11:20 【21】 A2 カティオーラ - A4 ＳＷＨＦＣ 【22】 B2 ミカロ - B4 大和撫子 11:20 【23】 C2 ランブレッタ - C4 Ｌｕｃｈａ 【24】 D2  ミキハウス - D4 ヴィンセドール

16:00 【25】 Aグループ1位 - Bグループ1位 17:30 【26】 Cグループ1位 Dグループ１位

■ 日 程：　 2017年2月19日(日)

■ 会 場：　 テバオーシャンアリーナ（愛知県名古屋市）
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2017年2月17日（金）、18日（土）

岐阜メモリアルセンターで愛ドーム
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Ｄグループ

1

カシワトーア`82 リガーレトウキョウ ディベルティードアサヒカワ

 Divertido旭川
(北海道地域代表)

SuperSports XEBIO
第17回Ｆ地域チャンピオンズリーグ

ヒロシマエフ・ドゥ

Ｆｏｒｃｅ　Ｆｕｔｓａｌ　ＩＳＥ  広島Ｆ・ＤＯ

2

Ａグループ ＣグループＢグループ

3

フォースフットサルイセ

(東海地域第2代表) （中国地域代表）

リガーレ東京
(関東地域第3代表) (関東地域第1代表)

 柏トーア’82 

テバオーシャンアリーナ

対戦 対戦

大和撫子／ＶＩＯＲＡ藤枝
(関西地域第1代表) (東海地域第3代表)

SWH Futsal Club

対戦

一宮市総合体育館（いちい信金アリーナA）
ｷｯｸｵﾌ

2017年2月17日（金）、18日（土）

一宮市総合体育館（いちい信金アリーナA） テバオーシャンアリーナ

（東海地域第1代表）

あがりゃんせフットサルクラブ
(関西地域第2代表)

ランブレッタフクオカ

ナゴヤオーシャンズサテライト

(関西地域第3代表)

名古屋オーシャンズ サテライト

ヴィンセドールハクサン

Lucha Brillo ヴィンセドール白山
（四国地域代表） (北信越地域代表)
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日付

ルチャブリオ

3

アガリャンセフットサルクラブ

4

エスダブリューエイチフットサルクラブ ヤマトナデシコビオラフジエダ

ｷｯｸｵﾌ
岐阜Ａピッチ 岐阜Ｂピッチ

日付
対戦

2

1

ファイルフォックスフチュウ

 ファイルフォックス府中
(関東地域第2代表)

(九州地域第2代表) （東北地域代表）

カティオーラアズナ ミカロセンダイ

カティオーラAZNA  MICALO SENDAI

ミキハウスフットサルクラブ

ランブレッタ福岡  ミキハウスフットサルクラブ
(九州地域第1代表)


