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inゼリー パワープログラム

タイトルスポンサーであるinゼリーとFリーグが共同
で推進するプログラムです。
キッズ、選手、サポーター、Fリーグ・フットサルを愛
する皆様にさらにお楽しみいただくinゼリー パワー
プログラムに是非ご参加ください。

Fリーグの試合会場で、ホームチーム
のゴール数に応じて、その場で子ども
たちにマッチボールをプレゼント。

得点ランキング1位の選手に「inゼリー パワー
ジャージ」を進呈。inゼリー パワージャージは、そ
の時点でのリーディングスコアラーの証。

ホームアンドアウェイのゲームにおいて、多くの皆
さまに「もっと会場に足を運んでほしい」という願
いを込めファンの方々を御招待。



1・2

6/27（金）
15:30 府中 vs. 神戸

代々木第一（C）

17:30 仙台 vs. 町田
19:30 すみだ vs. 大阪

6/28（土）

10:00 仙台 vs. 湘南
12:00 名古屋 vs. 大阪
14:00 神戸 vs. 大分
17:00 北海道 vs. 浦安
19:00 町田 vs. 浜松

6/29（日）
11:30 湘南 vs. 北海道
13:30 大分 vs. 浜松
16:30 府中 vs. 名古屋
18:30 浦安 vs. すみだ
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7/5（土）
13:00 大阪 vs. 大分 大阪中体
17:00 神戸 vs. 湘南 グリーン神戸
19:00 浦安 vs. 浜松 浦安

7/6（日）
13:00 北海道 vs. 仙台 札幌美香保
14:30 すみだ vs. 府中 町田17:00 町田 vs. 名古屋
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7/12（土）
15:00 浦安 vs. 神戸 浦安
17:00 湘南 vs. 名古屋 小田原
18:00 大阪 vs. 町田 岸和田

7/13（日）
13:00 大分 vs. 府中 大分
14:00 浜松 vs. 北海道 浜松
15:00 仙台 vs. すみだ ゼビオ
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7/19（土） 14:00 すみだ vs. 大分 墨田
17:00 府中 vs. 町田 府中

7/20（日） 14:00 名古屋 vs. 浦安 オーシャン
17:00 神戸 vs. 北海道 姫路

7/21（月・祝）14:00 湘南 vs. 大阪 小田原
15:00 仙台 vs. 浜松 仙台

6
7/26（土）

14:00 すみだ vs. 町田 墨田
18:00 浜松 vs. 神戸 エコパ
18:00 大阪 vs. 北海道 岸和田
19:00 浦安 vs. 府中 浦安

7/27（日） 13:00 大分 vs. 湘南 大分
15:00 仙台 vs. 名古屋 ゼビオ
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8/2（土） 18:00 北海道 vs. 府中 札幌美香保

8/3（日）

13:00 大分 vs. 浦安 大分
13:30 大阪 vs. 仙台 住吉
14:00 名古屋 vs. 浜松 オーシャン
17:00 町田 vs. 湘南 町田
18:00 神戸 vs. すみだ グリーン神戸
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8/9（土） 14:00 町田 vs. 神戸 相模原

8/10（日）

13:00 北海道 vs. すみだ 釧路
14:00 浦安 vs. 仙台 浦安
14:00 浜松 vs. 湘南 浜松
14:00 名古屋 vs. 大分 オーシャン
17:00 府中 vs. 大阪 府中

9 8/16（土） 12:00 北海道 vs. 大分 駒沢（C）15:00 神戸 vs. 名古屋

節 開催日 キック
オフ

対戦カード アリーナホーム vs.ビジター



節 開催日 キック
オフ

対戦カード アリーナホーム vs.ビジター
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8/16（土） 17:00 すみだ vs. 湘南
駒沢（C）8/17（日）

12:00 大阪 vs. 浜松
15:00 府中 vs. 仙台
17:00 町田 vs. 浦安
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8/20（水） 20:00 すみだ vs. 名古屋 墨田

8/23（土）
14:00 仙台 vs. 大分 仙台青葉
17:00 府中 vs. 浜松 大田
17:00 湘南 vs. 浦安 小田原

8/24（日） 13:00 北海道 vs. 町田 旭川大雪
14:00 神戸 vs. 大阪 明石中央

11

9/5（金） 19:30 すみだ vs. 神戸 墨田
19:30 府中 vs. 北海道 府中

9/6（土） 14:00 仙台 vs. 大阪 塩釜
18:00 浜松 vs. 名古屋 浜松

9/7（日） 14:00 浦安 vs. 大分 浦安
14:00 湘南 vs. 町田 小田原

12
9/13（土）

14:00 大阪 vs. 浦安 神戸中央16:30 神戸 vs. 仙台
16:30 すみだ vs. 浜松 墨田
17:00 府中 vs. 湘南 府中

9/14（日） 13:00 大分 vs. 町田 ビーコン
14:00 名古屋 vs. 北海道 オーシャン

13・14

9/19（金） 17:30 大阪 vs. 府中

グリーン神戸（C）

19:30 神戸 vs. 北海道

9/20（土）

10:00 大分 vs. 名古屋
12:00 浜松 vs. 湘南
14:00 北海道 vs. すみだ
17:00 府中 vs. 町田
19:00 浦安 vs. 仙台

9/21（日）

9:30 すみだ vs. 大分
11:30 仙台 vs. 浜松
13:30 名古屋 vs. 浦安
16:30 町田 vs. 神戸
18:30 湘南 vs. 大阪
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9/27（土）
14:00 湘南 vs. 北海道 小田原
16:30 すみだ vs. 浦安 墨田
17:00 府中 vs. 神戸 府中

9/28（日）
13:00 大分 vs. 浜松 べっぷ
14:00 名古屋 vs. 大阪 オーシャン
15:00 仙台 vs. 町田 仙台青葉
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10/4（土） 14:00 浜松 vs. 大分 浜松
10/5（日） 13:00 北海道 vs. 湘南 きたえーる

17:00 町田 vs. 仙台 町田
10/18（土） 11:00 神戸 vs. 府中 大阪中体13:30 大阪 vs. 名古屋
10/22（水） 19:00 浦安 vs. すみだ 浦安

17
10/11（土） 14:00 湘南 vs. 神戸 小田原

17:00 府中 vs. すみだ 府中
10/13（月・祝）15:00 仙台 vs. 北海道 ゼビオ

10/25（土） 13:00 大分 vs. 大阪 ビーコン



節 開催日 キック
オフ

対戦カード アリーナホーム vs.ビジター

17 10/26（日） 13:00 浜松 vs. 浦安 オーシャン15:30 名古屋 vs. 町田

18
11/1（土）

14:00 すみだ vs. 大阪 墨田
17:00 府中 vs. 名古屋 府中
17:00 町田 vs. 浜松 町田
18:00 北海道 vs. 浦安 きたえーる

11/2（日） 14:00 湘南 vs. 仙台 小田原
14:00 神戸 vs. 大分 グリーン神戸

19・20

11/7（金） 17:30 仙台 vs. 大分

きたえーる（C）

19:30 北海道 vs. 町田

11/8（土）

10:00 すみだ vs. 名古屋
12:00 浦安 vs. 大分
14:00 町田 vs. 湘南
17:00 神戸 vs. 大阪
19:00 府中 vs. 浜松

11/9（日）

9:30 大阪 vs. 仙台
11:30 神戸 vs. すみだ
13:30 湘南 vs. 浦安
16:30 北海道 vs. 府中
18:30 浜松 vs. 名古屋
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11/15（土） 14:00 浦安 vs. 北海道 浦安
18:00 大阪 vs. すみだ 岸和田

11/16（日）
13:00 浜松 vs. 町田 オーシャン15:30 名古屋 vs. 府中
13:00 大分 vs. 神戸 大分
15:00 仙台 vs. 湘南 塩釜
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11/21（金） 19:30 府中 vs. 浦安 府中
11/22（土） 17:00 神戸 vs. 浜松 グリーン神戸
11/23（日） 13:00 北海道 vs. 大阪 釧路

14:00 名古屋 vs. 仙台 オーシャン
11/24（月・休）14:00 湘南 vs. 大分 南足柄

17:00 町田 vs. すみだ 町田
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11/28（金） 19:15 浜松 vs. 府中 浜松
11/29（土） 19:00 浦安 vs. 湘南 浦安

11/30（日）
13:00 大阪 vs. 神戸 大阪中体
13:00 大分 vs. 仙台 ビーコン
14:00 名古屋 vs. すみだ オーシャン
15:00 町田 vs. 北海道 町田
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12/6（土）
13:00 大分 vs. 名古屋 べっぷ
14:00 湘南 vs. 浜松 小田原
15:00 仙台 vs. 浦安 仙台

12/7（日）
13:00 大阪 vs. 府中 大阪中体
14:00 すみだ vs. 北海道 墨田
14:00 神戸 vs. 町田 ベイコム

25・26

12/12（金） 16:30 浜松 vs. 浦安

横浜国際（C）
18:30 神戸 vs. 湘南

12/13（土）
10:00 大阪 vs. 大分
12:00 神戸 vs. 浦安
15:00 北海道 vs. 仙台
17:00 すみだ vs. 府中



節 開催日 キック
オフ

対戦カード アリーナホーム vs.ビジター

25・26

12/13（土） 19:00 町田 vs. 名古屋

横浜国際（C）12/14（日）

9:30 北海道 vs. 浜松
11:30 府中 vs. 大分
13:30 湘南 vs. 名古屋
16:30 町田 vs. 大阪
18:30 すみだ vs. 仙台
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1/9（金） 19:30 府中 vs. 仙台 府中
1/10（土） 17:00 町田 vs. 浦安 町田

18:00 浜松 vs. 大阪 浜松
1/11（日） 14:00 すみだ vs. 湘南 墨田

14:00 神戸 vs. 名古屋 グリーン神戸
1/12（月・祝）13:00 北海道 vs. 大分 きたえーる
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1/16（金） 19:15 浜松 vs. 仙台 浜松
1/17（土） 17:00 浦安 vs. 名古屋 浦安

1/18（日）
13:00 北海道 vs. 神戸 きたえーる
13:00 大阪 vs. 湘南 岸和田
13:00 大分 vs. すみだ ビーコン
14:00 町田 vs. 府中 横浜国際
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1/23（金） 19:00 浦安 vs. 町田 浦安

1/24（土）
15:00 仙台 vs. 府中 仙台青葉
13:00 大分 vs. 北海道 べっぷ
13:30 大阪 vs. 浜松 住吉

1/25（日） 14:00 湘南 vs. すみだ 小田原
14:00 名古屋 vs. 神戸 オーシャン

30・31

1/30（金） 17:30 浦安 vs. 大阪

オーシャン（C）

19:30 名古屋 vs. 北海道

1/31（土）

10:00 仙台 vs. 神戸
12:00 湘南 vs. 府中
14:00 大阪 vs. 北海道
17:00 浜松 vs. すみだ
19:00 大分 vs. 町田

2/1（日）

9:30 浦安 vs. 府中
11:30 浜松 vs. 神戸
13:30 町田 vs. すみだ
16:30 名古屋 vs. 仙台
18:30 大分 vs. 湘南
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2/7（土）
14:00 仙台 vs. 神戸 仙台
15:00 町田 vs. 大分 町田
17:00 湘南 vs. 府中 小田原

2/8（日）
13:00 北海道 vs. 名古屋 きたえーる
14:00 浦安 vs. 大阪 浦安
14:00 浜松 vs. すみだ 浜松
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2/14（土） 16:30 すみだ vs. 仙台 墨田
17:00 府中 vs. 大分 府中

2/15（日）
13:00 北海道 vs. 浜松 きたえーる
14:00 名古屋 vs. 湘南 オーシャン
14:00 神戸 vs. 浦安 姫路
17:00 町田 vs. 大阪 町田

※日程、会場、対戦は変更になる場合がございます。最新情報はFリーグ公式サイトでご確
認ください。　※プレーオフの日程は表面をご確認ください。　※（C）はセントラル（1箇
所集中）開催となります。



釧路 湿原の風アリーナ釧路

北海道
旭川大雪 旭川大雪アリーナ

きたえーる 北海きたえーる

札幌美香保 札幌市美香保体育館

ゼビオ ゼビオアリーナ仙台

宮城県
仙台 仙台市体育館

仙台青葉 仙台市青葉体育館

塩釜 塩釜ガス体育館

浦安 浦安市総合体育館 千葉県

代々木第一 代々木第一体育館

東京都

駒沢 駒沢体育館

墨田 墨田区総合体育館

府中 府中市立総合体育館

大田 大田区総合体育館

町田 町田市立総合体育館

横浜国際 横浜国際プール

神奈川県
相模原 相模原市立総合体育館

小田原 小田原アリーナ

南足柄 南足柄市体育センター

浜松 浜松アリーナ
静岡県

エコパ エコパアリーナ

オーシャン テバオーシャンアリーナ 愛知県

大阪中体 大阪市中央体育館

大阪府住吉 住吉スポーツセンター

岸和田 岸和田市総合体育館

グリーン神戸 グリーンアリーナ神戸

兵庫県
神戸中央 神戸市立中央体育館

ベイコム ベイコム総合体育館

姫路 姫路市立中央体育館

大分 大分県立総合体育館

大分県ビーコン ビーコンプラザ

べっぷ べっぷアリーナ

開催アリーナ一覧
略称 名称 都道府県



セントラル
http://www.fleague.jp/

エスポラーダ北海道
http://www.espolada.com/
エスポラーダ北海道事務局　TEL. 011-206-4285

ヴォスクオーレ仙台
http://www.voscuore.co.jp/

（株）ヴォスクオーレ仙台　TEL. 022-253-6175

バルドラール浦安
http://www.bardral-urayasu.com/

（株）マーススポーツエージェント　TEL. 03-6859-9800

フウガドールすみだ
http://www.fuga-futsal.com/
フウガドールすみだ　TEL. 03-3626-6150

府中アスレティックFC
http://www.fuchu-athletic.com/
NPO法人府中アスレティックフットボールクラブ　TEL. 042-316-9299

ペスカドーラ町田
http://www.pescadola-machida.com/

（株）CASCAVEL FUTSAL CLUBE　TEL. 042-710-5890

湘南ベルマーレ
http://www.bellmare.or.jp/futsal/
湘南ベルマーレ　TEL. 0463-25-1151

アグレミーナ浜松
http://www.agleymina.jp/
Anguilla 浜松（株）　TEL. 053-411-9037

名古屋オーシャンズ
http://www.nagoyaoceans.com/
名古屋オーシャンズ（株）　TEL. 052-627-2136

チケット問い合わせ先



［1st Round］
第1試合▶2015年2月20日（金）
リーグ戦2位チーム vs. リーグ戦5位チーム
第2試合▶2015年2月20日（金）
リーグ戦3位チーム vs. リーグ戦4位チーム

［2nd Round］
第1戦▶2015年2月21日（土）
1st Round 第1試合勝者 vs. 1st Round第2試合勝者
第2戦▶2015年2月22日（日）
1st Round 第1試合勝者 vs. 1st Round第2試合勝者

［Final Round］
第1戦▶2015年2月28日（土）
リーグ戦1位チーム vs. 2nd Roundからの進出チーム
第2戦▶2015年3月1日（日）
リーグ戦1位チーム vs. 2nd Roundからの進出チーム
※ただし、Final Round 第1戦においてリーグ戦1位チーム
が勝利した場合、第2戦は実施いたしません。

2015年2月20日（金）    3月1日（日）
最高峰の優勝争いは最後まで目が離せない！

シュライカー大阪
http://www.shriker.jp/
シュライカー大阪事務局　TEL. 06-6684-5777

デウソン神戸
http://www.deucao-kobe.com/
デウソン神戸事務局　TEL. 078-303-4648

バサジィ大分
http://vasagey.com/

（株）大分スポーツプロジェクト　TEL. 097-574-5100

チケット問い合わせ先

Fリーグ2014/2015
powered by inゼリー　プレーオフ



2014年度　フットサルカレンダー　一覧
日程 大会名 主催・会場

6/27（金）～
2/15（日）

Fリーグ2014/2015 
powered by inゼリー

公益財団法人日本サッカー協会　　
一般財団法人日本フットサル連盟
国立代々木競技場第一体育館 他

7月下旬～
12月上旬

2014/15 JFAエンジョイ5  
ファーストステージ

公益財団法人日本サッカー協会 
さいたまスーパーアリーナ（埼玉県）

8/22（金）～
8/24（日）

第10回 全日本大学
フットサル大会

公益財団法人日本サッカー協会
舞洲アリーナ（大阪府）

8/27（火）～
9/1（日）

AFCフットサルクラブ
選手権中国2014

アジアサッカー連盟
成都（中国）

8/28（木）～
8/31（日）

第1回全日本ユース
（U-18）フットサル大会

公益財団法人日本サッカー協会
大田区総合体育館他（東京都）他

9/13（土）～
9/15（月・祝）

第30回全国選抜
フットサル大会

一般財団法人日本フットサル連盟
きびじアリーナ（岡山県）

11/7（金）～
11/9（日）

第11回全日本女子
フットサル選手権大会

公益財団法人日本サッカー協会
湿原の風アリーナ釧路（北海道）

12/18（木） 国際親善試合
公益財団法人日本サッカー協会
駒沢オリンピック公園総合運動場
体育館（東京都）

12/20（土） 国際親善試合 公益財団法人日本サッカー協会
グリーンアリーナ神戸（兵庫県）

1/4（日）～
1/6（火）

第24回全日本少年
フットサル大会

公益財団法人日本サッカー協会
駒沢オリンピック公園総合運動場
体育館（東京都）他

1/10（土）～
1/12（月）

第20回全日本ユース
（U-15）フットサル大会

公益財団法人日本サッカー協会
スカイホール豊田（愛知県） 

1/11（日）～
1/12（月）

第5回全日本女子ユース
（U-15）フットサル大会

公益財団法人日本サッカー協会
スカイホール豊田（愛知県） 

1/25（日） 2014/15 JFAエンジョイ5  
ファイナルステージ

公益財団法人日本サッカー協会 
さいたまスーパーアリーナ（埼玉県）

2/27（金）～
3/1（日）

第15回FUTSAL地域
チャンピオンズリーグ

一般財団法人日本フットサル連盟
テバオーシャンアリーナ（愛知県）他

2/20（金）～
3/1（日）

Fリーグ2014/2015 
powered by inゼリー

プレーオフ

公益財団法人日本サッカー協会　　
一般財団法人日本フットサル連盟
会場未定

3/6（金）～
3/8（日）

第20回全日本フットサル
選手権大会  1次ラウンド

公益財団法人日本サッカー協会
静岡県／大阪府／兵庫県

3/13（金）～
3/15（日）

第20回全日本フットサル
選手権大会  決勝ラウンド

公益財団法人日本サッカー協会
国立代々木競技場第一体育館

3月下旬 第7回全国女子選抜
フットサル大会

一般財団法人日本フットサル連盟
会場未定


