
※東海地域代表、中国地域代表はチーム決定後抽選し、A4、B4に入ります。

ﾏｯﾁNo. 日付 ｷｯｸｵﾌ Pitch No

【1】 10:00 A1 － A2 A

【2】 10:00 A3 － A4 B

【3】 11:50 B1 － B2 A

【4】 11:50 B3 － B4 B

【5】 13:40 C1 － C2 A

【6】 13:40 C3 － C4 B

【7】 15:30 A1 － A3 A

【8】 15:30 A2 － A4 B

【9】 17:20 B1 － B3 A

【10】 17:20 B2 － B4 B

【11】 10:00 C1 － C3 A

【12】 10:00 C2 － C4 B

【13】 11:50 A1 － A4 A

【14】 11:50 A2 － A3 B

【15】 13:40 B1 － B4 A

【16】 13:40 B2 － B3 B

【17】 15:30 C1 － C4 A

【18】 15:30 C2 － C3 B

【19】 10:00 A

【20】 10:00 B

【21】 13:30 A

ﾏｯﾁNo.19

ｸﾞﾙｰﾌﾟC1位 vs. ｸﾞﾙｰﾌﾟA1位

グループA2位が進出の場合

グループB2位が進出の場合

準決勝の組合せ

東海大学九州フットサル

グループC2位が進出の場合

ﾏｯﾁNo.20

ｸﾞﾙｰﾌﾟC1位 vs. ｸﾞﾙｰﾌﾟA2位

ﾏｯﾁNo.20

ｸﾞﾙｰﾌﾟA1位 vs. ｸﾞﾙｰﾌﾟB2位

ﾏｯﾁNo.20

ｸﾞﾙｰﾌﾟB1位 vs. ｸﾞﾙｰﾌﾟC2位

ﾏｯﾁNo.19

ｸﾞﾙｰﾌﾟB1位 vs. ｸﾞﾙｰﾌﾟC1位

決

勝

R

金沢大学レゴス 同志社大学フットサルクラブトレボル

東海大学九州フットサル

グループC

順天堂大学ガジル
(関東地域第1代表/千葉県)

金沢大学レゴス
(北信越地域代表/石川県)(北海道地域代表/北海道)

高知大学サッカー部プログレッソ

(東北地域代表/宮城県)

ﾏｯﾁNo.19

ｸﾞﾙｰﾌﾟA1位 vs. ｸﾞﾙｰﾌﾟB1位

多摩大学体育会フットサル部

東北大学フットサル部ディーグッチ 静岡産業大学コレーガ

広島大学体育会フットサル部エフ・ドゥ

北海道大学エスペランサ

北星学園大学

広島大学体育会フットサル部エフ・ドゥ

高知大学サッカー部プログレッソ

第11回全日本大学フットサル大会

順天堂大学ガジル 北星学園大学

北海道大学エスペランサ 広島大学体育会フットサル部エフ・ドゥ

北九州市立大学シュティアドール

東海大学九州フットサル 高知大学サッカー部プログレッソ

金沢大学レゴス

多摩大学体育会フットサル部

決勝

準決勝

準決勝

順天堂大学ガジル

1

次

ラ

ウ

ン

ド

高知大学サッカー部プログレッソ

8月23日

グループA グループB

北九州市立大学シュティアドール

東北大学フットサル部ディーグッチ

東海大学九州フットサル

北九州市立大学シュティアドール

(四国地域代表/高知県)

順天堂大学ガジル

8月22日

広島大学体育会フットサル部エフ・ドゥ 静岡産業大学コレーガ

1

2

3

4

(九州地域第1代表/福岡県)

多摩大学体育会フットサル部

(九州地域第2代表/熊本県)

北海道大学エスペランサ

北星学園大学

北海道大学エスペランサ

北九州市立大学シュティアドール 静岡産業大学コレーガ

東北大学フットサル部ディーグッチ

(中国地域代表/広島県)

8月21日

同志社大学フットサルクラブトレボル

東北大学フットサル部ディーグッチ

金沢大学レゴス

(開催地代表/北海道)

同志社大学フットサルクラブトレボル

(東海地域代表/静岡県) (関西地域代表/京都府)

北星学園大学 同志社大学フットサルクラブトレボル

多摩大学体育会フットサル部 静岡産業大学コレーガ

(関東地域第2代表/東京都)

対　　　　　　戦



8月21日（金）～8月22日（土） 8月23日（日） 準決勝 決勝／3位決定戦

会場：函館アリーナ(北海道)

【1】 【7】 【13】

8/21 A10:00 8/21 A15:30 8/22 A11:50

【1】 【14】 【8】

8/21 A10:00 8/22 B11:50 8/21 B15:30

【7】 【14】 【2】

8/21 A15:30 8/22 B11:50 8/21 B10:00 【19】A10:00

【13】 【8】 【2】

8/22 A11:50 8/21 B15:30 8/21 B10:00

【3】 【9】 【15】

8/21 A11:50 8/21 A17:20 8/22 A13:40

【3】 【16】 【10】

8/21 A11:50 8/22 B13:40 8/21 B17:20

【9】 【16】 【4】 【21】A13:30

8/21 A17:20 8/22 B13:40 8/21 B11:50

【15】 【10】 【4】

8/22 A13:40 8/21 B17:20 8/21 B11:50

【5】 【11】 【17】

8/21 A13:40 8/22 A10:00 8/22 A15:30

【5】 【18】 【12】

8/21 A13:40 8/22 B15:30 8/22 B10:00 【20】B10:00

【11】 【18】 【6】

8/22 A10:00 8/22 B15:30 8/21 B13:40

【17】 【12】 【6】

8/22 A15:30 8/22 B10:00 8/21 B13:40

北星学園大学

(開催地代表/北海道)

同志社大学フットサルクラブトレボル

(開催地代表/北海道)

得点 失点 順位

ﾏｯﾁNo.20

ｸﾞﾙｰﾌﾟB1位 vs. ｸﾞﾙｰﾌﾟC2位

順天堂大学ガジル

(関東地域第1代表/千葉県)

金沢大学レゴス

(北信越地域代表/石川県)

静岡産業大学コレーガ

(東海地域代表/静岡県)

Group
順天堂大学ガジル 金沢大学レゴス

C
北星学園大学 同志社大学フットサルクラブトレボル

(関東地域第2代表/東京都)

勝点

得点 失点 得失点

東北大学フットサル部ディーグッチ

(東北地域代表/宮城県)

多摩大学体育会フットサル部

(中国地域代表/広島県)

B

北九州市立大学シュティアドール

(九州地域第1代表/福岡県)

Group
北九州市立大学シュティアドール

北海道大学エスペランサ

(北海道地域代表/北海道)

東北大学フットサル部ディーグッチ 多摩大学体育会フットサル部 静岡産業大学コレーガ

高知大学サッカー部プログレッソ

(四国地域代表/高知県)

広島大学体育会フットサル部エフ・ドゥ

(九州地域第2代表/熊本県)

北海道大学エスペランサ 高知大学サッカー部プログレッソ 広島大学体育会フットサル部エフ・ドゥ 勝点 得失点 順位

勝点 順位

得失点

第11回全日本大学フットサル大会

1　次　ラ　ウ　ン　ド 決勝ラウンド

Group
東海大学九州フットサル

準決勝の組合せ

得点 失点
A

東海大学九州フットサル

グループA2位が進出の場合

グループB2位が進出の場合

グループC2位が進出の場合

ﾏｯﾁNo.19

ｸﾞﾙｰﾌﾟA1位 vs. ｸﾞﾙｰﾌﾟB1位

ﾏｯﾁNo.20

ｸﾞﾙｰﾌﾟC1位 vs. ｸﾞﾙｰﾌﾟA2位
ﾏｯﾁNo.19

ｸﾞﾙｰﾌﾟB1位 vs. ｸﾞﾙｰﾌﾟC1位

ﾏｯﾁNo.20

ｸﾞﾙｰﾌﾟA1位 vs. ｸﾞﾙｰﾌﾟB2位
ﾏｯﾁNo.19

ｸﾞﾙｰﾌﾟC1位 vs. ｸﾞﾙｰﾌﾟA1位


