
2020/10/9
月 日 曜日 フェローズ ﾌｪﾛｰｽﾞｼﾆｱ(O40) ﾌｪﾛｰｽﾞJy(U15) ﾌｪﾛｰｽﾞ(Ａ/U12) ﾌｪﾛｰｽﾞ(Ｂ/U11) ﾌｪﾛｰｽﾞ(Ｃ/U10) ﾌｪﾛｰｽﾞ(Ｄ/U9) ﾌｪﾛｰｽﾞ(Ｅ/U8) 県/ﾄﾚｾﾝ/ﾊﾟﾙ等

3 土 【北信越35ｶｯﾌﾟ新潟-4】 練習/犀川2C面12-16

北信Aﾘｰｸ２節/RF-C
A/〇5-0吉田/〇3-1篠ノ井A
C/●1-3みゆき野/〇2-0豊野

B/練習/犀川2A面8-10

北信Bﾘｰｸﾞ第２節/RF-C
A/●0-3ﾉｻﾞﾜﾅ/〇3-1NPIC
TM/B/〇2-1･2-0･4-1小川

北信Cﾘｰｸﾞ第3節/RF-BC
A/△3-3ﾉｻﾞﾜﾅ/●2-4小布施
B/●1-3ｱﾝﾋﾞA/〇8-0浅川

元気カップ/菅平

犀川2A面8-12
犀川2C面12-16
審判e-learning
更新講習開始

4 日 (地区リーグ決勝大会①)

⑩2020U15北信リ−グ2部
△2-2トゥラウム

7 ⃣2020U15北信リ－グ3部B
広徳中/11:30-対広徳中B

14:00-対戸上中B

練習/13-16/犀川2C川側 練習/13-16/犀川2C川側 練習/8-11/犀川2C土手側
元気カップ/菅平

練習/8-11/犀川2C川側
練習/8-11/犀川2C川側 犀川2C面8-18

10 土
クラブユース選手権/菅平80G

11:30ﾌｫﾙﾂｧ松本/13:30松本ﾊﾞﾛﾝ
(中体連新人戦北信大会/RF)

練習/豊野体育館10-11:30 練習/犀川2A面14-17 練習/犀川2A面12-14
⻑野市U9ﾘｰｸﾞ⑦/犀川2C

A/11ｶﾞｰﾌ/12:20ﾌｪﾛB/13昭和
B/11:40ｶﾞｰﾌ/12:20ﾌｪﾛA/13裾花

⻑野市U8ﾘｰｸﾞ⑦/犀川2C
9:40篠ノ井A/10:20アンビW

犀川2A面12-16
犀川2A面16-18
ｶﾞｰﾙｽﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

クラブユース選手権
練習/犀川2C面12-16

(中体連新人戦北信大会/RF)

全日本U12県大会(１.２回戦)
Ａ千曲市ｻｯｶｰ場/9:00木曽/13:40

Ｂ松本市ｻｯｶｰ場/12:30-大町
Ｃ千曲市ｻｯｶｰ場/11:20-⼾上

全少観戦(千曲市サッカー場) 練習/犀川2B面8-11
練習/犀川2B面8-12

(ｷｯｽﾞｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙin⻑野)

【中止和倉いで湯カップ/石川】

⑪2020U15北信リ−グ2部
坂城中/11:00-対川中島中

8 ⃣2020U15北信リ−グ3部B
相森中/11:30-対ﾄｩﾗｳﾑB

14:00-対⻑野日大中

北信L̲A予備日
練習/犀川2A面12-16

ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ11:30-12:30

練習/犀川2A面12-16
ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ11:30-12:30

練習/犀川2A面8-12
ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ11:30-12:30

練習/犀川2A面8-12
(おやキング杯/大洞高原G)

ちびっこ恐⻯カップ
8:00-山崎公園グランド

日 練習/犀川2C面12-16
(地区リーグ決勝大会②)

⑫ｼﾆｱ50ﾘｰｸﾞ/FBC
19:00-対アザリー飯田

【和倉いで湯カップ/石川】

クラブユース
練習/犀川2C面12-16

全日本U12県大会(3.4回戦)
練習/犀川2A面12-16

北信Bﾘｰｸﾞ2節/RF-D/準備当番
B/9:45篠ノ井･10:30裾花
AB/RF-Dにて交流試合?

練習/犀川2A面12-16

北信Cﾘｰｸﾞ第4節/RF-B
A/準備当番(責任ﾁｰﾑ)

9:00中野/10:30篠ノ井
B/13:30裾花/15:00NPIC

練習/犀川2A面8-12 練習/犀川2A面8-12

24 土 (クラブ選手権全国大会)
【北信越45ｶｯﾌﾟ松本】

【北信越55ｶｯﾌﾟ富山県-25】
【北信越65ｶｯﾌﾟ富山県-25】

⑬2020U15北信リ−グ2部
裾花中/13:00-対裾花中
練習/犀川2A面12-16

A/STI杯サッカー秋季大会
B/北信Aﾘｰｸ２節/RF-E
9:45高山･11:15須坂

北信L̲B予備日/RF-DE
練習/犀川2A面8-12

GＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ11:30-12:30

北信Cﾘｰｸﾞ第5節/RF-D
A/12:00芹田/午後TM
B/撤収当番(責任ﾁｰﾑ)
/11:15吉田/午後TM

⻑野市U9ﾘｰｸﾞ⑧/犀川2C ⻑野市U8ﾘｰｸﾞ⑧/犀川2C 犀川2A面/8-16

25 日
⻑野市⻑杯/RF-B

FCフェローズA･B･シニア
吉田、裾花、ﾊﾟﾝｼﾞｬ、⼾上､ｻｸﾗ
ﾊﾞﾙﾃﾞｨｵ､ｶﾞｰﾌ､ﾃﾞｨｵｽ､ﾊﾞｲｵﾚｯﾂ

練習/犀川2C面12-16
(U15･14･13北信ﾄﾚｾﾝ選考会)

AB/STI杯サッカー秋季大会
全日本U12県大会(5.準々決勝)

練習/犀川2C面12-16
GＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ13-14/C面

練習/犀川2A面12-16
GＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ13-14/C面

練習/犀川2A面12-16
GＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ13-14/C面

キッズフェスティバル キッズフェスティバル
犀川2A面/12-16
犀川2C面/12-16

練習/犀川2A面10-12
全日本U12県大会(準決勝)

練習/犀川2A面10-12
ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ9:30-10:30

A･L/SBC交歓会/RF-BCDE
練習/犀川2A面8-10

ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ9:30-10:30

練習/犀川2A面8-10
ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ9:30-10:30

犀川2A面/8-12
U12女子/塩尻

月 日 曜日 フェローズ ﾌｪﾛｰｽﾞｼﾆｱ(O40) ﾌｪﾛｰｽﾞJy(U15) ﾌｪﾛｰｽﾞ(Ａ/U12) ﾌｪﾛｰｽﾞ(Ｂ/U11) ﾌｪﾛｰｽﾞ(Ｃ/U10) ﾌｪﾛｰｽﾞ(Ｄ/U9) ﾌｪﾛｰｽﾞ(Ｅ/U8) 県/ﾄﾚｾﾝ/ﾊﾟﾙ等

1 日 練習/犀川2A面13-16
⑩ｼﾆｱ50ﾘｰｸﾞ/FBC/
19:00対ｱﾙﾌｯﾄ安曇野

練習/犀川2A面13-16
練習/犀川2A面10-13

ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ9:30-10:30

練習/犀川2A面10-13
ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ9:30-10:30

(市⺠ﾀｲﾑｽ杯)

練習/犀川2A面8-10
ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ9:30-10:30

練習/犀川2A面8-10
ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ9:30-10:30

練習/犀川2A面8-10
犀川2A面/8-16

ｷｯｽﾞｸﾞﾗｽﾙｰﾂﾌｪｽﾃｨ
ﾊﾞﾙin⻑野/Uスタ

3 火 練習/犀川2A面10-12 練習/犀川2A面10-12 練習/犀川2A面10-12 練習/犀川2A面8-10 練習/犀川2A面8-10 練習/犀川2A面8-10 犀川2C面/8-12

7 土 【ｼﾆｱ40全国/福島県-9】 練習/犀川2A面13-16
北信U12ﾘｰｸﾞｶｯﾌﾟ/RF-BCD

大町ﾛｰﾀﾘ杯(大町総運動

練習/犀川2A面11-14
ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ10:30-11:30

ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ11-12

練習/犀川2A面8-11
ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ10:30-11:30
(STI杯ちくほく秋季大会)

⻑野市U9ﾘｰｸﾞ/犀川2C
第1回フィガロカップ

塩尻市北部公園多目的G
(⻑野市U8ﾘｰｸﾞ/犀川2C)

犀川2A面/8-16
女子ｶﾞｰﾙｽﾞ8

県大会①

8 日 ⻑野市⻑杯/RF-E
FCフェローズA･B･シニア

練習/犀川2C面12-16
全日本U12県大会(3決.決勝)
北信U12ﾘｰｸﾞｶｯﾌﾟ/RF-BCD

大町ﾛｰﾀﾘ杯(大町総運動

練習/犀川2C面12-16
ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ12-13/C面

練習/犀川2A面10-12
ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ12-13/C面

練習/犀川2A面8-10
練習/犀川2A面8-10

(STI杯ちくほく秋季大会)

犀川2A面/8-16
犀川2C面/12-16

女子ｶﾞｰﾙｽﾞ8
練習/犀川2A面12-16

ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ11:30-12:30
練習/犀川2A面12-16

ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ11:30-12:30
練習/犀川2A面8-12

ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ11:30-12:30
⻑野市U9ﾘｰｸﾞ⑨/犀川2C ⻑野市U8ﾘｰｸﾞ⑨/犀川2C

練習/犀川2A面10-12
ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ9:30-10:30

練習/犀川2A面10-12
ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ9:30-10:30

練習/犀川2A面8-10
ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ9:30-10:30

練習/犀川2A面8-10
ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ9:30-10:30

練習/犀川2A面8-10
犀川2A面/8-12

11/19県女子アｱｶ
ﾃﾞﾐｰ(千曲市)

21 土 第6回⻑野HARA FES
RF-ABCDE

篠ノ井ｶｯﾌﾟ(南⻑野Uｽﾀ)
練習/犀川2A面12-16

ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ11:30-12:30
AB/U-11選手権 1.2回戦

練習/犀川2A面8-12
ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ11:30-12:30

⻑野市U9ﾘｰｸﾞ/犀川2C
サンプロカップ/

塩尻市北部公園多目的G
(⻑野市U8ﾘｰｸﾞ/犀川2C)

犀川2A面/8-16

22 日 ⻑野市⻑杯/RF-E
FCフェローズA･B･シニア

③ｼﾆｱ50ﾘｰｸﾞ/FBC/
19:55審判/20:50-対いなかん

練習/犀川2C面13-17
(U14･13北信ﾄﾚｾﾝ選考会)

篠ノ井ｶｯﾌﾟ(南⻑野Uｽﾀ)
練習/犀川2C面13-17

ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ12:30-13:30

練習/犀川2C面11-13
ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ12:30-13:30

練習/犀川2C面11-13
ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ12:30-13:30

2020三愛カップU9
塩尻市北部公園多目的ｸﾞﾗﾝﾄﾞ

練習/犀川2C面8-11
練習/犀川2C面8-11 犀川2C面/8-18

北信トレセン/RF-BC U11選手権3.4回戦
2020三愛カップU9

塩尻市北部公園多目的ｸﾞﾗﾝﾄﾞ

小川村大洞G予約

28 土 Jy説明･体験練習会
犀川2A面13-16

Jy説明･体験練習会
犀川2A面13-16

U-11選手権準々決勝
練習/犀川2A面12-14

協会杯U10/RF-BCDE 犀川2A面/12-16

29 日 練習/犀川2A面10-12
ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ9:30-10:30

練習/犀川2A面10-12
ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ9:30-10:30

U-11選手権準決勝/決勝
練習/犀川2A面8-10

ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ9:30-10:30
協会杯U10/RF-BCDE

練習/犀川2A面8-10
ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ9:30-10:30

練習/犀川2A面8-10 犀川2A面/8-12

月 日 曜日 フェローズ ﾌｪﾛｰｽﾞｼﾆｱ(O40) ﾌｪﾛｰｽﾞJy(U15) ﾌｪﾛｰｽﾞ(Ａ/U12) ﾌｪﾛｰｽﾞ(Ｂ/U11) ﾌｪﾛｰｽﾞ(Ｃ/U10) ﾌｪﾛｰｽﾞ(Ｄ/U9) ﾌｪﾛｰｽﾞ(Ｅ/U8) 県/ﾄﾚｾﾝ/ﾊﾟﾙ等

5 土 練習/14-17/工学部G ⻑野市⻑杯ﾌｯﾄｻﾙ大会➀
練習/8-11/工学部G
ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ11-12

練習/8-11/工学部G
ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ11-12

6 日 練習/14:00-17:00/工学部Ｇ 練習/14-17/工学部G ⻑野市⻑杯ﾌｯﾄｻﾙ大会②
練習/11-14/工学部G

ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ10-11
練習/11-14/工学部G

ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ10-11
練習/8-11/工学部G
ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ11-12

練習/8-11/工学部G
ｻｯｶｰ4級審判員新規取

得講習会(工学部)

12 土 Jy説明･体験練習会
練習/11-14/工学部G

Jy説明･体験練習会
練習/8-11/工学部G
ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ11-12

練習/8-11/工学部G
ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ11-12

練習/11-14/工学部G
ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ10-11

13 日 練習/14:00-17:00/工学部Ｇ
練習/14-17/工学部G
(U14･13北信ﾄﾚｾﾝ)

北信ﾌｯﾄｻﾙ南ﾘｰｸﾞ1節/
ABC/小川ﾋﾞｯｸﾗﾝﾄﾞ

練習/11-14/工学部G
ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ10-11

練習/8-11/工学部G
ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ9-10

練習/8-11/工学部G
ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ9-10

練習/8-11/工学部G
12/17県女子アｱｶ

ﾃﾞﾐｰ(千曲市)
フットサル練習/篠ノ井⻄⼩体 フットサル練習/体育館 フットサル練習/体育館 フットサル練習/体育館

20 日 練習/14:00-17:00/工学部Ｇ (ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾕｰｽｶｯﾌﾟ観戦) フットサル練習/体育館
北信ﾌｯﾄｻﾙ北ﾘｰｸﾞ1節/
DEF/中野市体育館

フットサル練習/体育館 フットサル練習/体育館 フットサル練習/体育館

26 土 フットサル練習/篠ノ井⻄⼩体 フットサル練習/体育館 フットサル練習/体育館 フットサル練習/体育館

27 日 フットサル練習/篠ノ井⻄⼩体
北信ﾌｯﾄｻﾙ南ﾘｰｸﾞ2節/
ABC/小川ﾋﾞｯｸﾗﾝﾄﾞ

フットサル練習/体育館 フットサル練習/体育館 フットサル練習/体育館 フットサル練習/体育館

月 日 曜日 フェローズ ﾌｪﾛｰｽﾞｼﾆｱ(O40) ﾌｪﾛｰｽﾞJy(U15) ﾌｪﾛｰｽﾞ(Ａ/U12) ﾌｪﾛｰｽﾞ(Ｂ/U11) ﾌｪﾛｰｽﾞ(Ｃ/U10) ﾌｪﾛｰｽﾞ(Ｄ/U9) ﾌｪﾛｰｽﾞ(Ｅ/U8) 県/ﾄﾚｾﾝ/ﾊﾟﾙ等

1 金
2 土
3 日 (2020ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽﾌｯﾄｻﾙ大会)

(4級審判取得申込
締切)

9 土 フットサル練習/篠ノ井⻄⼩体 フットサル練習/体育館
北信ﾌｯﾄｻﾙ北ﾘｰｸﾞ2節/
DEF/中野市体育館

フットサル練習/体育館

10 日 フットサル練習/篠ノ井⻄⼩体
北信ﾌｯﾄｻﾙ南ﾘｰｸﾞ3節/
ABC/小川ﾋﾞｯｸﾗﾝﾄﾞ

(湯けむりCup県内ﾁｰﾑ予選会)
フットサル練習/体育館 フットサル練習/体育館 フットサル練習/体育館 フットサル練習/体育館

犀川2A面/8-16
北信越U-12

大洞グランド
8:30-17:00

犀川2B面/8-16
犀川2C面/12-16
10/15県女子アｱｶ

ﾃﾞﾐｰ(千曲市)

犀川2A面/8-16

犀川2A面/8-16
犀川2C面/12-16

初蹴り / 10:00-12:00 / 犀川第２グランド C面
持物:お湯(魔法瓶又は水筒に熱湯を入れて)・お椀・割り箸

【未定】３．４級審判更新講習会（小川村ビックランド） ※原則として全員参加(受講済み者は除く)

17

14

11

土

12

11 日

土

月

19 土

23

第18回ガールズエイト(U-12)サッカー⻑野県大会決勝トーナメント/大町市サッカー場(天然芝2面)

えびす講ともだちサッカー大会/大洞グランド
Jy②ﾁｰﾑ15:00-17:00/A②ﾁｰﾑ13:00-15:00/B②ﾁｰﾑ13:00-15:00/C②ﾁｰﾑ11:00-13:00/D②ﾁｰﾑ9:00-11:00/E②ﾁｰﾑ9:00-11:00

 （工学部G9:00-17:00/(浅川/須坂/昭和/篠ノ井/徳間/ガーフ/ﾌｪﾛｰｽﾞ2/トゥラウム・JY/参加チーム未定)）

A･L/SBC交歓会/RF-BCDE

31 土

工学部グランド利用不可【オープンキャンパス/大学祭】

18
工学部グランド利用不可【〜12：00オープンキャンパス/大学祭】

10

第18回ガールズエイト(U-12)サッカー⻑野県大会決勝トーナメント/大町市サッカー場(天然芝2面) / 工学部入構不可【推薦入試】

2020年度 FCフェローズ  予定表 ※１詳細はﾁｰﾑ監督からmail配信 ※２平日練習【Jr/水･木/18:00-19:30】【Jy/火･水･木18:00-19:30】 ※３( )書は前年度行事

⑤ｼﾆｱ50ﾘｰｸﾞ/かりがね
13:10-対上田大星

【ねんりんﾋﾟｯｸ和歌山-11/2】

練習/犀川2C面12-16
(社会人選手権全国大会)

⑥ｼﾆｱ60ﾘｰｸﾞ/大洞Ｇ
9:30-対サンワ/10:30審判

⑭ｼﾆｱ50ﾘｰｸﾞ/FBC/
19:00-対サンワSC/19:55審判

第6回⻑野HARA FES
RF-ABCDE

15 日 ⻑野市⻑杯/RF-E
FCフェローズA･B･シニア

第6回⻑野HARA FES/RF-BCD
(U15北信ﾄﾚｾﾝ選考会)

第18回ガールズエイト(U-12)サッカー⻑野県大会決勝トーナメント/大町市サッカー場(天然芝2面)


