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XEBIO for KIDS
ゼビオヴィクトリーチャレンジ

“Goal For Hope”
～未来のフットサルスター達へ～

Ｆリーグエグゼクティブ
パートナー ゼビオグループ
では、ご来場いただいた
小学生以下の皆様の中か
ら2名の方へ、試合で実
際に使われたSFIDA 製
Ｆリーグオフィシャル試合球
INFINITO（インフィニート）
をプレゼントいたします。

Ｆリーグオフィシャルスポ
ンサー SFIDAでは、試合
会場にご来場いただいた
皆様の中から、ホームチー
ムが入れたゴール数と同
じ数のFリーグ全12クラ
ブロゴ入りミニボールをプ
レゼントいたします。

presented by

Ｆリーグ全12クラブロゴ入りミニボールをプレゼント！
対象者：来場者全員

プレゼント個数：ホームチームのゴール数

Ｆリーグオフィシャル試合球をプレゼント！
対象者：小学生以下の来場者

プレゼント個数：毎試合2球



Ｆリーグ エグゼクティブパートナー
ゼビオグループの取組み

SuperSports XEBIO CUP supported by F.LEAGUE

フットサルのプレー機会創出を目的として、日本フ
ットサル連盟およびゼビオグループ共催でアマチュ
ア大会を全国で開催します。
▼ 詳しくはこちら
ゼビオＦリーグ公式サイト　http://www.fleague.jp/

ゼビオフットサル基金

日本フットサル連盟の競技
登録者に配布される「ゼビ
オフットサルポイントカー
ド」、Fリーグ会場やアマチュ
ア大会で配布されるゼビオ

グループ割引券を利用して、ゼビオグループ店舗（一
部店舗除く）で買い物をすると購入金額の１％がフッ
トサル基金として競技の普及発展に充てられます。

インターネット試合配信

応援 .COMにてアプリ・PC
等での試合配信（一部中継）
を行います。

▼ 詳しくはこちら
「応援 .COM」　http://oh-en.com/

※「応援 .COM」は、ゼビオグループが提供するスポーツに
特化した、動画配信と視聴が可能な新サービスです。
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5/2（土） 13:00 すみだ vs. 名古屋

代々木第一（c）
5/2（土） 16:00 仙台 vs. 町田
5/2（土） 19:00 府中 vs. 浜松
5/3（日） 12:00 大分 vs. 大阪
5/3（日） 15:00 湘南 vs. 浦安
5/3（日） 18:00 北海道 vs. 神戸
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5/9（土） 13:00 大阪 vs. 浜松 大阪中体
5/9（土） 17:00 府中 vs. 仙台 府中
5/9（土） 19:00 浦安 vs. 町田 浦安
5/10（日） 13:00 大分 vs. 北海道 ビーコン
5/10（日） 14:00 名古屋 vs. 神戸 オーシャン
5/10（日） 18:00 湘南 vs. すみだ 小田原
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5/16（土） 14:00 浦安 vs. 仙台 浦安
5/16（土） 15:00 神戸 vs. 大分 明石
5/17（日） 14:00 北海道 vs. 大阪 きたえーる
5/17（日） 14:00 浜松 vs. すみだ エコパ
5/17（日） 14:00 名古屋 vs. 府中 オーシャン
5/17（日） 16:00 町田 vs. 湘南 町田
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5/23（土） 14:00 すみだ vs. 大阪 墨田
5/24（日） 13:00 北海道 vs. 府中 釧路
5/24（日） 13:00 町田 vs. 名古屋 町田
5/24（日） 13:00 大分 vs. 浦安 ビーコン
5/24（日） 15:00 仙台 vs. 神戸 仙台
5/24（日） 18:00 湘南 vs. 浜松 小田原
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5/29（金） 19:00 町田 vs. 大分 町田
5/29（金） 19:30 すみだ vs. 北海道 墨田
5/29（金） 19:30 浜松 vs. 仙台 浜松
5/30（土） 14:00 神戸 vs. 湘南 岸和田16:30 大阪 vs. 府中
5/31（日） 14:00 名古屋 vs. 浦安 オーシャン
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5/30（土） 14:00 すみだ vs. 大分 墨田
5/30（土） 14:00 名古屋 vs. 仙台 オーシャン
5/30（土） 15:00 町田 vs. 北海道 町田
5/30（土） 18:00 浜松 vs. 浦安 浜松
5/31（日） 11:30 神戸 vs. 府中 岸和田14:00 大阪 vs. 湘南
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6/5（金） 19:30 府中 vs. 浦安 府中
6/5（金） 19:30 浜松 vs. 神戸 浜松
6/6（土） 13:00 大阪 vs. 名古屋 大阪中体
6/6（土） 14:00 湘南 vs. 大分 小田原
6/6（土） 16:30 すみだ vs. 町田 墨田
6/7（日） 15:00 仙台 vs. 北海道 ゼビオ
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6/12（金） 18:30 神戸 vs. 大阪 グリーン神戸
6/12（金） 19:00 浦安 vs. すみだ 浦安
6/13（土） 17:00 府中 vs. 町田 府中
6/14（日） 13:00 北海道 vs. 湘南 釧路
6/14（日） 13:00 大分 vs. 仙台 大分
6/14（日） 14:00 名古屋 vs. 浜松 岡崎

9 6/19（金） 17:00 浦安 vs. 大阪 町田19:30 町田 vs. 神戸

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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6/19（金） 17:20 すみだ vs. 府中 小田原19:30 湘南 vs. 仙台
6/20（土） 13:00 浜松 vs. 大分 オーシャン15:30 名古屋 vs. 北海道
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6/20（土） 14:00 浦安 vs. 神戸 町田16:30 町田 vs. 大阪
6/20（土） 14:30 すみだ vs. 仙台 小田原12:00 湘南 vs. 府中
6/21（日） 13:00 浜松 vs. 北海道 オーシャン15:30 名古屋 vs. 大分
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6/27（土） 14:00 浦安 vs. 北海道 浦安
6/27（土） 15:00 府中 vs. 大分 府中
6/28（日） 13:00 浜松 vs. 町田 サンアリーナ15:30 名古屋 vs. 湘南
6/28（日） 13:30 大阪 vs. 仙台 住吉
6/28（日） 15:00 神戸 vs. すみだ 明石
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7/4（土） 14:00 すみだ vs. 浦安 墨田
7/4（土） 18:00 浜松 vs. 名古屋 浜松
7/4（土） 18:00 大阪 vs. 神戸 岸和田
7/5（日） 13:00 仙台 vs. 大分 塩釜
7/5（日） 16:00 町田 vs. 府中 町田
7/6（月） 19:00 北海道 vs. 湘南 きたえーる
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7/10（金） 19:30 府中 vs. 神戸 府中
7/11（土） 17:00 浦安 vs. 浜松 浦安
7/12（日） 13:00 北海道 vs. 町田 苫小牧
7/12（日） 13:00 大分 vs. すみだ 大分
7/12（日） 14:00 湘南 vs. 大阪 小田原
7/12（日） 15:00 仙台 vs. 名古屋 ゼビオ
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7/25（土） 13:00 浦安 vs. 大阪 浦安
7/25（土） 17:00 湘南 vs. 仙台 小田原
7/26（日） 12:00 浜松 vs. 大分 オーシャン14:30 名古屋 vs. 北海道
7/26（日） 14:00 すみだ vs. 府中 墨田
7/26（日） 16:00 町田 vs. 神戸 町田
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7/31（金） 18:00 仙台 vs. すみだ 仙台
7/31（金） 19:30 府中 vs. 湘南 府中
8/1（土） 15:30 神戸 vs. 浦安 岸和田18:00 大阪 vs. 町田
8/2（日） 13:00 北海道 vs. 浜松 函館

8/30（日） 13:00 大分 vs. 名古屋 ビーコン
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8/8（土） 13:00 大分 vs. 湘南 べっぷ
8/8（土） 16:00 町田 vs. すみだ 町田
8/9（日） 13:00 北海道 vs. 仙台 きたえーる
8/9（日） 14:00 浦安 vs. 府中 浦安
8/23（日） 14:00 名古屋 vs. 大阪 オーシャン
8/9（日） 15:00 神戸 vs. 浜松 グリーン神戸
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9/4（金） 19:30 府中 vs. 浜松 府中
9/5（土） 13:00 大分 vs. 大阪 べっぷ
9/5（土） 14:00 仙台 vs. 町田 塩釜
9/5（土） 18:00 北海道 vs. 神戸 きたえーる



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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9/6（日） 18:00 すみだ vs. 名古屋 墨田
9/6（日） 18:00 湘南 vs. 浦安 小田原
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9/11（金） 17:45 浦安 vs. 北海道 府中20:00 府中 vs. 大分
9/12（土） 13:00 浜松 vs. 町田 オーシャン15:30 名古屋 vs. 湘南
9/12（土） 14:00 神戸 vs. すみだ 岸和田16:30 大阪 vs. 仙台
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9/12（土） 14:30 浦安 vs. 大分 府中17:00 府中 vs. 北海道
9/13（日） 13:00 浜松 vs. 湘南 オーシャン15:30 名古屋 vs. 町田
9/13（日） 11:30 神戸 vs. 仙台 岸和田14:00 大阪 vs. すみだ
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9/19（土） 13:00 大分 vs. 町田 大分
9/19（土） 16:00 神戸 vs. 湘南 グリーン神戸
9/19（土） 18:00 浦安 vs. 名古屋 浦安
9/20（日） 13:00 北海道 vs. すみだ きたえーる
9/20（日） 15:00 仙台 vs. 浜松 仙台青葉
9/20（日） 17:00 府中 vs. 大阪 府中
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9/25（金） 19:30 神戸 vs. 名古屋 グリーン神戸
9/25（金） 19:30 浜松 vs. 大阪 浜松
9/26（土） 14:00 すみだ vs. 湘南 墨田
9/27（日） 13:00 北海道 vs. 大分 旭川大雪
9/27（日） 15:00 仙台 vs. 府中 ゼビオ
9/27（日） 16:00 町田 vs. 浦安 町田
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10/2（金） 18:00 仙台 vs. 浦安 仙台青葉
10/2（金） 19:30 府中 vs. 名古屋 府中
10/4（日） 13:00 大阪 vs. 北海道 大阪中体
10/4（日） 13:00 大分 vs. 神戸 大分
10/4（日） 15:30 すみだ vs. 浜松 秦野18:00 湘南 vs. 町田
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10/9（金） 19:00 神戸 vs. 府中 神戸中央
10/10（土） 18:00 浜松 vs. 浦安 浜松
10/11（日） 14:00 すみだ vs. 大分 墨田
10/11（日） 14:00 名古屋 vs. 仙台 オーシャン
10/11（日） 17:00 湘南 vs. 大阪 小田原

10/12（月・祝）15:00 町田 vs. 北海道 町田
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10/16（金） 19:00 大阪 vs. 神戸 大阪中体
10/17（土） 14:00 浦安 vs. すみだ 浦安
10/18（日） 13:00 大分 vs. 仙台 べっぷ
10/18（日） 14:00 湘南 vs. 北海道 小田原
10/18（日） 14:00 名古屋 vs. 浜松 オーシャン
10/18（日） 16:00 町田 vs. 府中 町田
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10/23（金） 17:00 湘南 vs. 府中

オーシャン（c）
10/23（金） 19:00 浦安 vs. 神戸
10/24（土） 10:00 町田 vs. 大阪
10/24（土） 12:00 すみだ vs. 仙台
10/24（土） 14:00 名古屋 vs. 大分
10/24（土） 16:00 浜松 vs. 北海道



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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10/24（土） 18:00 浦安 vs. 府中

オーシャン（c）
10/25（日） 10:00 町田 vs. すみだ
10/25（日） 12:00 大分 vs. 湘南
10/25（日） 14:00 北海道 vs. 仙台
10/25（日） 16:00 名古屋 vs. 大阪
10/25（日） 18:00 神戸 vs. 浜松
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10/31（土） 13:00 大分 vs. 浜松 ビーコン
10/31（土） 15:00 仙台 vs. 湘南 仙台青葉
10/31（土） 17:00 府中 vs. すみだ 府中
11/1（日） 14:30 大阪 vs. 浦安 グリーン神戸17:00 神戸 vs. 町田

11/3（火・祝）13:00 北海道 vs. 名古屋 きたえーる
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11/7（土） 11:00 すみだ vs. 神戸 町田13:30 町田 vs. 浜松
11/7（土） 14:00 仙台 vs. 大阪 仙台
11/8（日） 13:00 北海道 vs. 浦安 きたえーる
11/8（日） 13:00 大分 vs. 府中 大分
11/8（日） 17:00 湘南 vs. 名古屋 小田原
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11/14（土） 13:00 名古屋 vs. すみだ 浜松15:30 浜松 vs. 府中
11/14（土） 14:00 浦安 vs. 仙台 浦安
11/14（土） 14:00 大阪 vs. 大分 グリーン神戸16:30 神戸 vs. 北海道
11/14（土） 16:00 町田 vs. 湘南 町田
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11/13（金） 19:00 町田 vs. 仙台 町田
11/15（日） 13:00 名古屋 vs. 府中 浜松15:30 浜松 vs. すみだ
11/15（日） 14:00 浦安 vs. 湘南 浦安
11/15（日） 14:00 大阪 vs. 北海道 グリーン神戸16:30 神戸 vs. 大分
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11/21（土）
12:30 大分 vs. 北海道

小田原（c）
14:30 名古屋 vs. 神戸
16:30 大阪 vs. 浜松

11/22（日）
12:30 府中 vs. 仙台
15:00 すみだ vs. 湘南
17:00 浦安 vs. 町田
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12/11（金） 19:00 大阪 vs. すみだ 大阪中体
12/11（金） 19:30 浜松 vs. 湘南 浜松
12/12（土） 14:00 浦安 vs. 大分 浦安
12/12（土） 17:00 府中 vs. 北海道 府中
12/13（日） 14:00 名古屋 vs. 町田 オーシャン
12/13（日） 14:00 神戸 vs. 仙台 グリーン神戸
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12/19（土）
14:00 仙台 vs. 浜松

町田（c）
16:00 浦安 vs. 名古屋
18:00 府中 vs. 大阪

12/20（日）
12:30 北海道 vs. すみだ
14:30 大分 vs. 町田
16:30 湘南 vs. 神戸

※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。 ※上記は2015 年 5月1日時点のスケジュールです。



旭川大雪 旭川大雪アリーナ

北海道

釧路 湿原の風アリーナ釧路

苫小牧 苫小牧市総合体育館

函館 函館アリーナ

きたえーる 北海きたえーる

塩釜 塩釜ガス体育館

宮城県
仙台青葉 仙台市青葉体育館

仙台 仙台市体育館

ゼビオ ゼビオアリーナ仙台

浦安 浦安市総合体育館 千葉県

墨田 墨田区総合体育館

東京都
府中 府中市立総合体育館

町田 町田市立総合体育館

代々木第一 代々木第一体育館

小田原 小田原アリーナ
神奈川県

秦野 秦野市総合体育館

エコパ エコパアリーナ
静岡県

浜松 浜松アリーナ

岡崎 岡崎中央総合運動公園体育館
愛知県

オーシャン テバオーシャンアリーナ

サンアリーナ 三重県営サンアリーナ 三重県

大阪中体 大阪市中央体育館

大阪府岸和田 岸和田市総合体育館

住吉 住吉スポーツセンター

明石 明石市中央体育会館

兵庫県グリーン神戸 グリーンアリーナ神戸

神戸中央 神戸市立中央体育館

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/
バルドラール浦安　TEL. 047-353-9130

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］
2016年1月4日（月）
第１試合 リーグ戦 2 位クラブ vs. 5位クラブ
第２試合 リーグ戦3位クラブ vs. 4位クラブ

［4/5位決定戦］
2016年1月5日（火）
第１試合 1st Round 敗者同士の試合

［2nd Round］
2016年1月5日（火）
第２試合 1st Round 勝者同士の試合

［Final Round］
2016年1月9日（土）
第１戦 リーグ戦1位クラブ vs. 2nd Round 勝者
2016年1月10日（日）
第２戦 リーグ戦1位クラブ vs. 2nd Round 勝者
※Final Round 第1戦の試合結果により、
　第2戦は実施しない場合があります。

2016年1月4日（月）     1月10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

SuperSports XEBIO
Ｆリーグ2015/2016　プレーオフ



2015年度　フットサルカレンダー　一覧

日程 大会名 主催・会場

5/2（土）～
12/20（日） 

SuperSports XEBIO
Ｆリーグ2015/2016

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

8/14（金）～
8/16（日）

第25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
／駒沢体育館、
大田区総合体育館（東京都）

8/20（木）～
8/23（日）

第2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
／ゼビオアリーナ仙台、
仙台市体育館（宮城県）

8/21（金）～
8/23（日）

第11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
／函館アリーナ（北海道）

10/2（金）～
10/4（日）

第31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
／いしかわ総合スポーツセンター
（石川県）

11/6（金）～
11/8（日）

第12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）

1/4（月）～
1/10（日）

SuperSports XEBIO
Ｆリーグ2015/2016
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／未定

2/19（金）～
2/21（日）

FUTSAL
地域女子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

2/26（金）～
2/28（日）

SuperSports XEBIO
Ｆ地域チャンピオンズリーグ
2015/2016

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

3/19（土）～
3/20（日）

ユースフットサル選抜
トーナメント2016

一般財団法人日本フットサル連盟
／墨田区総合体育館（東京都）

3/25（金）～
3/27（日）

トリムカップ2016 第8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／未定


