
2021/6/4
月 日 曜日 ﾌｪﾛｰｽﾞ/ﾌｪﾛｰｽﾞSr 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
6 1 火
6 2 水
6 3 木

6 5 土
⑨ ｼﾆｱ50ﾘｰｸﾞ/千曲市ｻｯｶｰ場

19:20-対ｱﾙﾌｯﾄ60
ｼﾆｱ60/70全国大会/秋田県-7

⑨U15ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ2021北信2A
坂城中/9:00対坂城中

TM/12:30対坂城中/13:30附属中

練習
犀川第2C/12:00-15:00

北信リーグ予備日/RF-BC

練習
犀川第2Ａ/8:00-11:00

北信リーグ予備日/RF-BC

練習
犀川第2Ａ/8:00-11:00

北信リーグ予備日/RF-BC

6 6 日

④県リーグ2部/中野市ｻｯｶｰ場
10-主審･記録/12:30対ﾊﾞｲｵﾚｯﾂ
Sr/TM飯綱高原南G8-15:00
ﾌｪﾛｰｽSr/さくら/ﾊﾞﾙﾃｨｵ/ﾃｨｵｽ

延期/Sr/④北信ﾘｰｸﾞ2部/ﾘﾊﾞｰE
11:30-対ミネルバ/13:00副審

練習
犀川第2C/12:00-16:00

⻑野県U12ﾘｰｸ③/
あがた運動公園多目的

9:00梓川/12:30ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ
BC練習/犀川第2C/13-16:00

練習
犀川第2Ａ/8:00-11:00

④ 北信Cﾘｰｸﾞ/RF-B
A/B南/9-NPIC/TM10:50須坂

B/B北/12:20吉田/TM14:55昭和

練習
犀川第2Ａ/8:00-11:00

練習
犀川第2Ａ/8:00-11:00

6 8 火
6 9 水
6 10 木

6 12 土 ⑤ ｼﾆｱ60ﾘｰｸﾞ/FBC
18:30対セレソン

練習
犀川第2Ａ/12:00-15:00

(ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ選手権3回戦/菅平G)

練習
犀川第2Ａ/12:00-15:00

練習
犀川第2Ａ/8:00-12:00

練習
犀川第2Ａ/8:00-12:00

⻑野市U9ﾘｰｸﾞ③/犀川2C ⻑野市U8ﾘｰｸﾞ③/犀川2C

6 13 日 練習
犀川第2C/16:00-19:00

⑩ ｼﾆｱ50ﾘｰｸﾞ/FBC/試合無
練習

犀川第2C/16:00-19:00
(ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ選手権準決等/菅平G)

練習
犀川第2Ａ/15:00-18:00

練習
犀川第2Ａ/15:00-18:00

練習
犀川第2Ａ/12:00-15:00

練習
犀川第2Ａ/12:00-15:00

練習
犀川第2Ａ/12:00-15:00

6 15 火
6 16 水
6 17 木

6 19 土
②U15ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ2021北信3B

中野市ｻｯｶｰ場･運営当番
9:00対芹田B/12:45ﾘﾍﾞﾙﾀｽB

A練習/犀川第2C/12:00-16:00

④ 北信Aﾘｰｸﾞ/RF-BC
B/B南/13-小川/15-裾花/当番
C/C北/13-アンビB/15-東北
A練習/犀川第2A/8:00-12:00

④ 北信Bﾘｰｸﾞ/RF-E
A/E⻄/9-ﾌｪﾛｰｽﾞB/10-ﾉｻﾞﾜﾅ
B/E⻄/9-ﾌｪﾛｰｽﾞA/11-ﾉｻﾞﾜﾅ

練習
犀川第2A/8:00-12:00

6 20 日
Sr/⑤北信ﾘｰｸﾞ2部/ﾘﾊﾞｰD当番
11:30-対ﾕﾅｲﾃｯﾄ/13:00-主審
練習/犀川第2C/16:00-19:00

⑥ ｼﾆｱ60ﾘｰｸﾞ/美和湖/試合無
練習

犀川第2C/16:00-19:00
(ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ選手権決勝･3決)

⻑野県U12ﾘｰｸ④/筑北村ｻｯｶｰ場
10:10茅野玉川/14:50千曲

A練習/犀川第2A/11:00-14:00

練習
犀川第2A/11:00-14:00

練習
犀川第2A/8:00-11:00

練習
犀川第2A/8:00-11:00

練習
犀川第2A/8:00-11:00

6 22 火
6 23 水
6 24 木

6 26 土 ｼﾆｱ50全国大会/栃木県-28
練習

犀川第2A/11:00-14:00
練習

犀川第2A/11:00-14:00
練習

犀川第2A/8:00-11:00
練習

犀川第2A/8:00-11:00
⻑野市U9ﾘｰｸﾞ④/犀川2C ⻑野市U8ﾘｰｸﾞ④/犀川2C

6 27 日
延期/Sr/①北信ﾘｰｸﾞ2部開幕
犀川B8:30線審/11:30-対ｻｸﾗ
練習/犀川第2C/14:00-18:00

⑦ ｼﾆｱ60ﾘｰｸﾞ/FBC/当番
17:30対上田大星/18:30対審判

練習
犀川第2C/11:00-14:00

練習
犀川第2C/11:00-14:00

練習
犀川第2C/8:00-11:00

延期分/① 北信Cﾘｰｸﾞ/小川大洞
A/当番南/9-ﾉｻﾞﾜﾅ/10:50須坂

B/北/12:20ｶﾞｰﾌ/14:10昭和/当番

練習
犀川第2C/8:00-11:00

練習
犀川第2C/8:00-11:00

6 29 火
6 30 水
月 日 曜日 ﾌｪﾛｰｽﾞ/ﾌｪﾛｰｽﾞSr 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
7 1 木

7 3 土 木島平カップ
ｼﾆｱ40北信越大会/福井県

練習
犀川第2C/16:00-19:00

練習&TM
飯綱南G/12-17

練習&TM
飯綱南G/12-17

練習&TM
飯綱南G/12-17

7 4 日
⑤県リーグ2部/ﾘﾊﾞｰ/運営当番

10-対Blue Juice/13-主審･記録
Sr/⑥北信リーグ2部/犀川B

11:30-対ミネルバ/13:00副審

木島平カップ
ｼﾆｱ40北信越大会/福井県

練習
犀川第2C/16:00-19:00

⻑野県U12ﾘｰｸ⑤/松本市ｻｯｶｰ場
10:10ｱﾝﾋﾞｼｬｽ/14:50佐久ｻｰﾑ

BC練習/犀川第2A/11:00-14:00

練習
犀川第2A/11:00-14:00

練習
犀川第2A/8:00-11:00

練習
犀川第2A/8:00-11:00

練習
犀川第2A/8:00-11:00

7 6 火
7 7 水
7 8 木

7 10 土 ⑪ ｼﾆｱ50ﾘｰｸﾞ/FBC/19:20審判
20:25-対いなのかんたろう

練習
犀川第2C/16:00-19:00

練習&TM
飯綱南G/12-17

練習&TM
飯綱南G/12-17

ﾚｱﾙｽﾎﾟｰﾂ杯少年ｻｯｶｰ松本大会 ⻑野市U9ﾘｰｸﾞ⑤/犀川2C ⻑野市U8ﾘｰｸﾞ⑤/犀川2C

7 11 日
Sr/⑦北信リーグ2部/リバーE
10:00主審/13:00-対ガーフ

練習/犀川第2C/16:00-19:00

⑧ ｼﾆｱ60ﾘｰｸﾞ/FBC
17:30対セレソン

⑪U15ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ2021北信2A
坂城中/9:00対⻑野日大中

TM/12:30対/13:30
練習/犀川第2C/16:00-19:00

練習
犀川第2A/11:00-14:00

練習
犀川第2A/11:00-14:00

練習
犀川第2A/8:00-11:00

練習
犀川第2A/8:00-11:00

練習
犀川第2A/8:00-11:00

犀川第2G/AC面
8-16/伊東･⼾⾕

7 13 火
7 14 水
7 15 木

7 17 土 練習
犀川第2C/16:00-19:00

練習
犀川第2A/11:00-14:00

練習
犀川第2A/8:00-11:00

練習
犀川第2A/8:00-11:00

犀川第2G/A面
12-16/木島

練習
犀川第2C/16:00-19:00

⻑野県U12ﾘｰｸ⑥/筑北村ｻｯｶｰ場
運営当番/11:20鎌田/?

BC練習/犀川第2A/11:00-14:00

練習
犀川第2A/11:00-14:00

練習
犀川第2A/8:00-11:00

Ｕ9⻑野市協会杯/犀川C
(当番:昭和FC)

練習
犀川第2A/8:00-11:00

犀川第2G/C面
8-12/⼾⾕

7 20 火
7 21 水

7 22 木
練習&TM

犀川第2C/8:00-16:00
犀川第2A/8:00-20:00

練習&TM
犀川第2C/8:00-16:00
犀川第2A/8:00-20:00

練習&TM
犀川第2C/8:00-16:00
犀川第2A/8:00-20:00

練習&TM
犀川第2C/8:00-16:00
犀川第2A/8:00-20:00

7 23 金 練習
犀川第2A/11:00-14:00

練習
犀川第2A/11:00-14:00

練習
犀川第2A/8:00-11:00

練習
犀川第2A/8:00-11:00

7 24 土 ⑨ ｼﾆｱ60ﾘｰｸﾞ/千曲/当番
17:30対リョウ/18:30審判

⑫U15ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ2021北信2A
犀陵中/10:40対三陽中

TM/12:30対/13:30
B練習/犀川第2C/8:00-11:00

AB/海の日カップ/RFｰBCDE
予選R

練習
犀川第2A/8:00-11:00

練習
犀川第2A/8:00-11:00

7 25 日
⑦県リーグ2部/飯綱南G/運営当番

10-対須坂ｼﾃｨｰ/15-主審･記録
Sr/練習/犀川第2A/15-18:00

⑬ ｼﾆｱ50ﾘｰｸﾞ/FBC/19:20-
対アザリー飯田

練習
犀川第2A/15:00-18:00

AB/海の日カップ/RFｰBCDE
決勝T

練習
犀川第2A/15:00-18:00

練習
犀川第2A/12:00-15:00

練習
犀川第2A/12:00-15:00

練習
犀川第2A/12:00-15:00

7 27 火
7 28 水
7 29 木

7 31 土 練習
犀川第2C/12:00-15:00

練習
犀川第2A/12:00-15:00

練習
犀川第2A/8:00-11:00

練習
犀川第2A/8:00-11:00

月 日 曜日 ﾌｪﾛｰｽﾞ/ﾌｪﾛｰｽﾞSr 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
⑧県リーグ2部/飯綱南G

10-主審･記録/
12:30-対松本市役所

ｺｰﾁ選手保護者ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ13:00-
練習/13-16/犀川第2G/C面 

【中止】ＴＭ/志木ｱｸｾﾙ(埼玉県)
裾花ｳﾞｨｴﾝﾄ/FCﾌｪﾛｰｽﾞJy

ｺｰﾁ選手保護者ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ9:45-

練習/10-12:30/犀川第2G/C面
ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ10:30-11:30

練習/10-12:30/犀川第2G/C面
ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ10:30-11:30

【中止】TM/ﾘｶﾞｰﾚ上田(京田)

屋代ｻﾏｰﾌｪｽﾀ/千曲市ｻｯｶｰ場8:00
Ａ●1-2ﾗｳｰﾚ◯2-0千曲●2-5昭和

◯13-0ﾌｪﾛｰｽB◯2-0ﾄｯﾌｽﾄｰﾝ(3T優勝)

B●0-6ﾄｯﾌｽﾄｰﾝ●0-8屋代●0-8ｶﾞｰﾌ

●０-１３ﾌｪﾛｰｽﾞA●0-2千曲
【中止】ABｻﾏｰｶｯﾌﾟ2020/RF-BC

ｺｰﾁﾐｰﾃｨﾝｸﾞ7:30-7:45
選手保護者ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ7:45-8:00

練習/8-10/犀川第2G/C面
ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ10:30-11:30

犀川2G/
A12-16伊藤
キャンセル

C8-16秋⼭⼾⾕

7 土 55カップ戦予選 練習/14-16/犀川第2G/A面

Ａ/ｵﾁｮｶｯﾌﾟ/8:15-15/RF-BC
【延期】北信Aﾘｰｸ２節/RF-BC

A/9:45吉田･11:15篠ノ井A
B/9:45高⼭･12:00須坂

C片付当番C橋/
12:00みゆき野･13:30豊野

ＡB/ｵﾁｮｶｯﾌﾟ/8:15-15/RF-DE
【延期】北信Bﾘｰｸﾞ第２節/RF-

DEB準備当番E堤防側/
10:00篠ノ井･11:00裾花

A/9:00ノザワナ･12:00NPIC
ノザワナ･NPICの都合で延期

ＴＭ/大豆島運動場12:30-15:30
⻑野ガーフ

⻑野市U9ﾘｰｸﾞ⑤/犀川2C ⻑野市U8ﾘｰｸﾞ⑤/犀川2C
犀川第2G/

A12-16/木島

8 日
⑨県リーグ2部/千曲市ｻｯｶｰ場

10-副審ﾎﾞ/12:30-対AVANT佐久平
Sr/⑨北信ﾘｰｸﾞ2部/リバーE
10:00-対ﾊﾟﾝｼﾞｬ/11:30-主審

練習/12-16/犀川第2G/A面
夏合宿/小川村大洞G
9:00-17:00日帰り

夏合宿/小川村大洞G
9:00-17:00日帰り

夏合宿/小川村大洞G
9:00-17:00日帰り

夏合宿/小川村大洞G
9:00-17:00日帰り

夏合宿/小川村大洞G
9:00-17:00日帰り

犀川第2G/
A12-16/徳武

9 月 ⑩ｼﾆｱ60ﾘｰｸﾞ/FBC/18:30サンワ
⑭ ｼﾆｱ50ﾘｰｸﾞ/FBC/試合無

夏合宿/小川村大洞G
9:00-17:00日帰り/TMｽｸｰﾙ

夏合宿/小川村大洞G
9:00-17:00日帰り/TMｽｸｰﾙ

夏合宿/小川村大洞G
9:00-17:00日帰り/TMｽｸｰﾙ

夏合宿/小川村大洞G
9:00-17:00日帰り/TMｽｸｰﾙ

14 土 練習/10-12/犀川第2G/A面
ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ9:30-10:30

練習/8-10/犀川第2G/A面
ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ9:30-10:30

B/練習/8-10/犀川第2G/A面
ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ9:30-10:30
【辞退】ｻﾏｰｷｬﾝﾌﾟin妙高

犀川第2G
A8-12 小林

15 日 練習/8-12/犀川第2G/A面
TM/11:30-14:00/RF/C面

篠ノ井②/裾花/フェローズAB
TM/11:30-14:00/RF/C面
篠ノ井/裾花/フェローズAB

TM/8:00-11:30/RF/C面
篠ノ井/裾花/フェローズABR

【辞退】ｻﾏｰｷｬﾝﾌﾟin妙高

TM/8:00-10:30/RF/C面
篠ノ井/フェローズAB

TM/8:00-10:30/RF/C面
篠ノ井②/フェローズ

犀川2A8-12 関
ﾘﾊﾞｰC面申込

2021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/18:30-20:00】【Jy/火･水･木18:30-20:00】 ※３( )書は前年度行事

平日練習 / 犀川第２G / A面 18:30-20:00

レディース/TM対ガーフ/ 飯綱パルセイロ⼈⼯芝 9時〜12時

⑫ ｼﾆｱ50ﾘｰｸﾞ/FBC/19:20-
対アビエス

⑥県リーグ2部/小川村大洞
10対白馬ｱﾗｸﾞﾗﾝﾃﾞ/13副審ﾎﾞｰﾙ

Sr/⑧北信ﾘｰｸﾞ2部/リバーC
10:00-対ﾕﾅｲﾃｯﾄ/11:30-副審

日18

平日練習 / 犀川第２G / A面 18:30-20:00

8

平日練習 / 犀川第２G / A面 18:30-20:00
平日練習 / 犀川第２G / A面 18:30-20:00
平日練習 / 犀川第２G / A面 18:30-20:00

平日練習 / 犀川第２G / A面 18:30-20:00
平日練習 / 犀川第２G / A面 18:30-20:00
平日練習 / 犀川第２G / A面 18:30-20:00

平日練習 / 犀川第２G / A面 18:30-20:00
平日練習 / 犀川第２G / A面 18:30-20:00
平日練習 / 犀川第２G / A面 18:30-20:00

平日練習 / 犀川第２G / A面 18:30-20:00
平日練習 / 犀川第２G / A面 18:30-20:00
平日練習 / 犀川第２G / A面 18:30-20:00

平日練習 / 犀川第２G / A面 18:30-20:00
平日練習 / 犀川第２G / A面 18:30-20:00

平日練習 / 犀川第２G / A面 18:30-20:00

平日練習 / 犀川第２G / A面 18:30-20:00
平日練習 / 犀川第２G / A面 18:30-20:00
平日練習 / 犀川第２G / A面 18:30-20:00

平日練習 / 犀川第２G / A面 18:30-20:00

平日練習 / 犀川第２G / A面 18:30-20:00

平日練習 / 犀川第２G / A面 18:30-20:00
平日練習 / 犀川第２G / A面 18:30-20:00

7

平日練習 / 犀川第２G / A面 18:30-20:00
平日練習 / 犀川第２G / A面 18:30-20:00



21 土 55カップ戦予選 練習/14-16/犀川第2G/A面

⻑野市⻑杯/ﾘﾊﾞ-BCDE
A/○4-1裾花/○3-0ﾘｶﾞｰﾚ/

○3-1千曲(1位)
B/○4-2昭和/○1-3鎌田/

○6-1⼾上(1位)
C/●0-6芹田/●1-6木曽/

●0-5須坂(4位)

TM(U12)/木島平/8:20-16
A；○1-0高⼭B/○1-0高⼭A
○8-2セブンB/○6-1篠ノ井
○8-0セブンA/○4-0高⼭A

B；△1-1セブンA/●0-2高⼭A
●0-3高⼭B/●2-4セブンB

TM(U12)/木島平/8:20-16
A；●1-2高⼭A/●2-6セブンA

●3-9セブンB/●1-7高⼭B
B；○1-0セブンB/●1-3高⼭B

●1-4セブンA/●1-6高⼭A

TM/木島平/8:20-16
○4-0セブンD/○2-1セブンC

△0-0高⼭C/○1-0高⼭C
TM/木島平/8:20-16

犀川第2G
A12-16- ﾌｪﾛｰｽﾞE
B16-20 ﾌｪﾛｰｽﾞ

22 日 シニア高校OB戦(ｴﾝｼﾞｮｲ)
松本広域運動公園

⑬U15ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ2021北信2A
犀陵中･運営当番/9:00対更北中

TM/12:30対/13:30

⻑野市⻑杯/ﾘﾊﾞ-BCDE
A/B北10:00-
B/C南10:00-
C/E川10:00-

練習
/8-11/犀川第2G/C面

ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ9:30-10:30

TM/12-16/犀川第2G/C面
東北/篠ノ井/吉田/ﾌｪﾛｰｽﾞABL

(上限6チーム13-16/30分)

練習/9-12/犀川第2G/A面
ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ9:30-10:30

練習/9-12/犀川第2G/A面
犀川第2G

A8-16 関･ｼﾆｱ
C12-16 ⼾⾕

28 土
静岡/⼭梨/⻑野ｼﾆｱｻｯｶｰﾘｰｸﾞ

(シニアフェスティバル
佐久総合G12-16@500)

練習/9:30-12/犀川第2G/A面
⻑野市⻑杯/ﾘﾊﾞ-BCDE

(当番:NPIC･小川)

北信Bﾘｰｸﾞ第3節/小川中･大洞G
A/9:00ガーフ･10:30小布施

B/練習/12-15/犀川第2G/C面
練習/12-15/犀川第2G/C面

犀川第2G
A8-12川俣/
C12-16 秋⼭

29 日 シニア高校OB戦(競技)/FBC
⑮ ｼﾆｱ50ﾘｰｸﾞ/FBC/試合無

③U15ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ2021北信3B
屋代中/

10:15対屋代中/12:45広徳中B

⻑野市⻑杯/ﾘﾊﾞ-BCDE
(当番:NPIC･小川)

練習/16-18:30/犀川第2G/C面 練習/8-11/犀川第2G/A面 練習/8-10/犀川第2G/A面 練習/8-10/犀川第2G/A面
犀川第2G

A8-12 渡辺
C16-20ﾌｪﾛｰｽﾞE

月 日 曜日 ﾌｪﾛｰｽﾞ/ﾌｪﾛｰｽﾞSr 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

4 土 55カップ戦予選

県ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰU14新⼈戦
美和湖G10/12:00
〇3-1ｱｻﾞﾘｰ飯田
●0-4ｱｲｰﾀﾞ飯田

北信Aﾘｰｸﾞ第4節/RF-BC
A/10:30ガーフ/12:00昭和
B/10:30NPIC/12:00ﾄｩﾗｳﾑ

C/12:00ｱﾝﾋﾞｼｬｽB/15:00小川

北信Bﾘｰｸﾞ第3節/小川大洞G
B/●2-4小川/●0-5芹田

A/練習/13-16/犀川第2G/C面
ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ11:30-12:30

TM&練習/12-15/犀川第2G/C面
ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ11:30-12:30

犀川第2G
A8-16 伊東･伊藤

C12-16清水

5 日 Sr/⑩北信ﾘｰｸﾞ2部/リバーE
10:00-副審/13:00-対SAKURA

⑥U15ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ2021北信2A
犀陵中/10:40対附属中/運営

当番/TM/12:30対/13:30
④U15ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ2021北信3B

常盤中/
9:00ｴｽﾍﾟﾗﾝｻB/14:00常盤中

⻑野県U12ﾘｰｸ⑦/松本市ｻｯｶｰ場 練習/16-18:30/犀川第2G/A面
北信Cﾘｰｸﾞ第1節/犀川2C

A/●1-4ｶﾞｰﾌB/●0-6ｱﾝﾋﾞB
B/〇5-0東北/△1-1ｶﾞｰﾌA

練習/16-18/犀川第2G/A面 練習/16-日没/犀川第2G/A面
犀川第2G

A16- ﾌｪﾛｰｽﾞ

11 土

③U15ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ2021北信2A
坂城中/9:00対松代中
TM/12:30対/13:30

⑤U15ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ2021北信3B
屋代中/12:45中野平中

TM(篠ノ井)/12-17/塩崎G
Ｕ11週間⻑野杯/RF-BCD

(当番:フェローズ)
練習/12-15/犀川第2G/C面

ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ14-15
練習/12-15/犀川第2G/C面

犀川第2G
A12-16 木島
C12-16清水

⑦2020U15北信リ−グ2部
●2-3更北中

練習/13-16/犀川第2G/A面

北信Aﾘｰｸﾞ第5節/RF-B
A/準備当番(責任)/9:45ﾉｻﾞﾜﾅ

B/準備当番/9:45浅川
C/練習13-16/犀川第2G/C面

北信Bﾘｰｸﾞ第4節/RF-C
A/〇3-0須坂〇9-0昭和

/TM4-0ﾉｻﾞﾜﾅ
B/●1-2吉田●0-3浅川

/TM〇1-2浅川

練習/12-14/犀川第2G/C面
ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ13:30-14:30

練習/12-14/犀川第2G/C面
ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ13:30-14:30

練習/12-14/犀川第2G/C面
犀川第2G/A12-16 
伊東C12-16清水

18 土 【ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ/松⼭市-22】
⑯ ｼﾆｱ50ﾘｰｸﾞ/千曲市ｻｯｶｰ場
17:10-対トンボ/18:15-審判

練習/13-16/大豆島運動場
(中体連新⼈戦⻑水/RF)

臥⻯杯U12ｻｯｶｰ大会/福島G
A/○3-0吉田○3-0徳間△1-1木曽

練習/12-15/犀川第2G/A面

練習/13-16/犀川第2G/A面
ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ11:30-12:30

練習/8-11/犀川第2G/A面
ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ11:30-12:30

練習/8-10/犀川第2G/A面
ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ11:30-12:30

Ｕ8⻑野市協会杯/犀川C
(当番:豊野FC)

犀川第2G
A8-16 小林･木島
大豆島運12-16清水

県ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰU14新⼈戦
白馬ｽﾉｰﾊｰﾌﾟ

〇2-0須坂/●0-5ラウーレ

臥⻯杯U12ｻｯｶｰ大会/福島G
〇4-0東御/〇6-0浅川

練習/10-13/犀川第2G/C面
ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ9:30-10:30

練習/8-10/犀川第2G/C面
ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ9:30-10:30

練習/8-10/犀川第2G/C面
ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ9:30-10:30

犀川第2G
C8-16塚田･⼾⾕

20 月
県ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰU14新⼈戦

白馬ｽﾉｰﾊｰﾌﾟ
●0-3裾花

練習/8-11/犀川第2G/A面 練習/8-10/犀川第2G/A面
犀川第2G

A8-12 塚田

23 木
5 ⃣2020U15北信リ－グ3部B
相森中/〇4-2昭和FC B

〇4-0墨坂中

練習/5:30-7:30/犀川第2G/C面
【自由参加】

練習/11-14/犀川第2G/A面 練習/8-11/犀川第2G/A面
犀川第2G

A8-16大日方
･ﾌｪﾛｰｽﾞ

25 土 ｼﾆｱ60/70北信越大会/富⼭-26
練習/15-18/犀川第2G/A面

【変更13:00-16:00⻄小体育館】

千曲交流会/千曲市ｻｯｶｰ場
〇2-0ﾘﾍﾞﾙﾀｽ/△0-0屋代
〇2-1埴生/△0-0千曲

練習/12-15/犀川第2G/A面
ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ12-13

練習/13-14:30/犀川第1 ⻑野市U9ﾘｰｸﾞ⑥/犀川2C ⻑野市U8ﾘｰｸﾞ⑥/犀川2C
犀川第2G
A12-16 Jr

26 日 ⑰ ｼﾆｱ50ﾘｰｸﾞ/FBC/試合無
練習/16-18/犀川第2G/A面

県U-13女子TC選考会
県U-14TC選考会

千曲交流会/千曲市ｻｯｶｰ場
●1-4篠ノ井A/〇3-0⼾上

〇6-0篠ノ井B
練習/15-17/大洞グランド

練習/15-17/大洞グランド
北信Cﾘｰｸﾞ第2節/小川中
A/●0-8須坂/●1-4徳間
B/●0-3昭和/●0-4豊野

練習/12-14/犀川第2G/A面 練習/12-14/犀川第2G/A面

犀川第2G/A12-16 Jr
県U13女TC選考会
県U14TC選考会

9/30県女子ｱｶﾃﾞﾐｰ申
込締切

月 日 曜日 ﾌｪﾛｰｽﾞ/ﾌｪﾛｰｽﾞSr 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

2 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

3 日 (地区リーグ決勝大会①)
⑱ ｼﾆｱ50ﾘｰｸﾞ/FBC/19:20審判

20:25-対上田大星

④U15ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ2021北信2A
犀陵中･運営当番/9:00対裾花中

TM/12:30対/13:30
⑦U15ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ2021北信3B

常盤中/11:30信濃飯綱高⼭中

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

9 土 ⑲ ｼﾆｱ50ﾘｰｸﾞ/FBC/試合無
クラブユース選手権/菅平80G

●0-2ﾌｫﾙﾂｧ松本/●0-1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 ⻑野市U8ﾘｰｸﾞ⑦/犀川2C
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

10 日 (社会⼈選手権全国大会)
クラブユース選手権/菅平

〇2-0諏訪FC
(中体連新⼈戦北信大会/RF)

全日本U12県大会(１.２回戦)
Ａ/〇3-0木曽/〇5-0梓川

Ｂ松本市ｻｯｶｰ場/●1-4大町
Ｃ千曲市ｻｯｶｰ場/●0-3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9-12

(ｷｯｽﾞｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙin⻑野)

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)

11 月
⑪2020U15北信リ−グ2部

●0-4川中島中
８⃣2020U15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

更北体育館8:20-10:00
(北信L̲A予備日)

練習/犀川2A面13-16(中止)
練習/犀川2A面8-11

(おやキング杯/大洞高原G)

ちびっこ恐⻯カップ(延期)
8:00-⼭崎公園グランド
8:40ｶﾞｰﾌB/9:10篠ノ井A
10-40-12:03決勝リーグ

日 (地区リーグ決勝大会②)
⑳ ｼﾆｱ50ﾘｰｸﾞ/FBC/17:10-

対サンワ
クラブユース選手権/菅平80G

●1-1PK4-5芹田

全日本U12県大会(3･4回戦)
A千曲市ｻｯｶｰ場/
●2-3茅野玉川

BC練習/犀川2A8-11

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

A/RF-D10-14:00/交流試合
全日本U12(4回戦/千曲)応援

北信Cﾘｰｸﾞ第4節/RF-BC/8:00
A/●2-4篠ノ井

B/●0-4裾花/●1-9NPIC
北信Cﾘｰｸﾞ第4節対中野(延期)

練習/犀川2A面8-11
練習/犀川2A面14-16

(前日雨天の場合)

⑬2020U15北信リ−グ2部
(最終戦)

●1-9裾花中

STI杯サッカー秋季大会12集合
A/14:10屋代/15:30⼭形

B/13:30篠ノ井/14:50ﾄｯﾌﾟｽﾄｰﾝ
B/北信Aﾘｰｸ２節/RF-E8:30集合

9:00高⼭･10:30須坂

北信L̲B予備日/RF-DE
練習/犀川2A面8-12

北信Cﾘｰｸﾞ第5節/RF-D
●A0-7芹田/〇B9-0吉田

⻑野市U9ﾘｰｸﾞ⑧/犀川2C ⻑野市U8ﾘｰｸﾞ⑧/犀川2C

24 日 (⻑野市⻑杯/RF-B・大洞Ｇ)
㉑ ｼﾆｱ50ﾘｰｸﾞ/FBC/報告当番
19:20-対ﾌﾛｰﾃｽ/20:25-審判

練習/犀川2C面14:30-16:30
(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)

TM/筑北グランド13:00-16:00

しあわせやカップ/菅平No.70
△1-1小布施/〇7-0大星

●0-3ノザワナ/〇5-0豊野
〇3-1⻑野市SSS

犀川2A面/12-16
犀川2C面/12-16
29日北信ﾄﾚｾﾝU10

選考会18:30-
20:30⻑野日大G

練習/犀川2A面13-16
練習/犀川2A面11-13

ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ9:30-10:30
(全日本U12県大会(準決勝)

SBC交歓会/8:30/RF-BCDE
練習/犀川2A面8-11

ＧＫﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ9:30-10:30

ちびっこ恐⻯カップ(延期)
8:00-⼭崎公園グランド

●0-2ｶﾞｰﾌB/●0-5篠ノ井A
Fﾘｰｸﾞ●1-3屋代/〇4-3篠ノ井C

犀川2A面/8-12
U12女子/塩尻

31 日 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9-11
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

月 日 曜日 ﾌｪﾛｰｽﾞ/ﾌｪﾛｰｽﾞSr 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

10

23 土

30 土

日 【45・55カップ/不参加】

19

16 土

9

12

犀川2A面/8-16

⼯学部グランド利用不可【オープンキャンパス/大学祭】/ レディース/練習/犀川2A面11:00-13:00/(中止)

レディース練習/14:30-16:00/犀川第二グランドC面

17 犀川2A面/8-16
犀川2C面/12-16

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】

日 55カップ戦決勝
レディース練習/11:00-13:00/犀川第二グランドC面

ねんりんﾋﾟｯｸ和歌⼭-11/1
和倉いで湯カップ/石川-31

レディース/SBC交歓会/8:30/RF/●0-5東北/●0-5梓川/●0-4高⼭

(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】

レディース/練習/犀川2A面12:00-15:00/(中止)

犀川2A面/8-16


