
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) ﾌｪﾛｰｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽ(U15-7) 県･市協会/ﾊﾟﾙ等

10 1 土 練習/犀川C/14:30-17:30

全日本U12県大会(1･2回戦)
A/須坂北部運公/13:00諏訪

B/千曲ｻｯｶｰ場/9:30堀金
C/須坂北部運公/15:20木曽

練習/犀川C/14:30-17:30 練習/犀川C/12:00-14:30 練習/犀川C/12:00-14:30 U‐15選手権大会決勝/広域

10 2 日 １⃣41中野カップ/中野ｻｯｶｰ場
③13:00須坂ｼﾃｨ/15:00副審

⑯ ｼﾆｱ50ﾘｰｸﾞ/FBC
18:25審判/19:35ｱｻﾞﾘｰ飯田

U15/2022北信ﾘｰｸﾞ1部⑯
RF-B&D/11:00 バロ

練習/犀川A/14:30-17:30

練習/犀川A/14:30-17:30
全日本U12県大会(予備日/千曲)

練習/犀川A/14:30-17:30 練習/犀川A/12:00-14:30
栃木国体

ユニクロフェス
県女子L⑨/大町

10 4 火 平日練習/犀川A18:30-20:30

10 5 水 平日練習/犀川A18:30-20:30

10 6 木 平日練習/犀川A18:30-20:30

10 8 土 北信越45ｶｯﾌﾟ(富山県)/
北信越55ｶｯﾌﾟ･65ｶｯﾌﾟ(新潟県)

練習/犀川A/10:00-12:00 練習/犀川A/10:00-12:00
U-11選手権(1回戦)

AB/中野/穂高牧
練習/犀川A/8:00-10:00 練習/犀川A/8:00-10:00

10 9 日
高校OB(競技)/松本広域
北信越45ｶｯﾌﾟ(富山県)/

北信越55ｶｯﾌﾟ･65ｶｯﾌﾟ(新潟県)
練習/犀川C/14:30-17:30 練習/犀川C/14:30-17:30

U-11選手権(2回戦)
千曲/須坂/大町/筑北

練習/犀川C/12:00-14:30
練習/犀川C/12:00-14:30 練習/犀川C/12:00-14:30 練習/犀川C/12:00-14:30

HU15L後７節/広域
U12/14/15県トレ/アル芝

10 10 月 ⑰ ｼﾆｱ50ﾘｰｸﾞ/かりがね
13:15いなかん

練習/犀川C/14:30-17:30
U15北信ﾘｰｸﾞ1部⑰/試合無

練習/犀川C/14:30-17:30
練習/犀川C/14:30-17:30
U-11選手権(予備日)/千曲

練習/犀川C/12:00-14:30 練習/犀川C/12:00-14:30

10 11 火 平日練習/犀川A18:30-20:30

10 12 水 平日練習/犀川A18:30-20:30

10 13 木 平日練習/犀川A18:30-20:30

10 15 土 ⑱ ｼﾆｱ50ﾘｰｸﾞ/千曲市ｻｯｶｰ場
17:15アルフット60

練習/犀川C/12:00-15:00
U15北信ﾘｰｸﾞ1部⑱/試合無

練習/犀川C/12:00-15:00
全日本U12県大会(3･4回戦)

練習/犀川A/12:00-15:00 練習/犀川A/12:00-15:00 元気カップ/菅平

10 16 日 北信リーグ開催候補日
【北信ﾘｰｸ2部/RF-DE】

練習/犀川C/14:30-17:30
U15北信ﾘｰｸﾞ1部⑲/試合無

練習/犀川C/14:30-17:30
全日本U12県大会(3･4回戦)

練習/犀川C/12:00-14:30
練習/犀川C/12:00-14:30

北信Cﾘｰｸﾞ順位決定戦/試合無
元気カップ/菅平 練習/犀川C/12:00-14:30

10 18 火 平日練習/犀川A18:30-20:30

10 19 水 平日練習/犀川A18:30-20:30

10 20 木 平日練習/犀川A18:30-20:30

10 22 土 ⑲ ｼﾆｱ50ﾘｰｸﾞ/FBC
17:15サンワ

練習/犀川C/12:00-15:00
U15北信ﾘｰｸﾞ1部⑳/試合無

練習/犀川C/12:00-15:00 練習/犀川A/11:00-14:00 練習/犀川A/8:00-11:00 練習/犀川A/8:00-11:00
HO-30/福井

北信越トレセン/木島平

10 23 日 北信リーグ開催候補日
【北信ﾘｰｸ2部/RF-D】

シニア60/70強化17-19 練習/南⻑野&大洞/14:00-17:00
練習/南⻑野&大洞/11:00-14:00

全日本U12県大会(5回戦)
練習/南⻑野&大洞/8:00-11:00 練習/南⻑野&大洞/8:00-11:00

24日(月)北信ｱｶﾃﾞﾐｰ/富竹
G17:45-19:30

県女子U15L⑧大町

犀川2B選手権2回
戦

10 25 火 平日練習/犀川A18:30-20:30

10 26 水 平日練習/犀川A18:30-20:30

10 27 木 平日練習/犀川A18:30-20:30

10 29 土 ｼﾆｱ60/70北信越大会(福井県)
シニア40強化17-19

⑦U15ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ2021北信3B
中野平中G/11:30-中野平中

全日本U12県大会(準々決勝)
松本市ｻｯｶｰ場

SBC少年サッカー交歓会
RF-BCDE

練習/犀川第2A/14:00-16:00
JFAキッズサッカーフェスティバ

ルin⻑野

SBC少年ｻｯｶｰ交歓会/RF-BCDE
HU15選手権/新潟
高校新人戦①

10 30 日
⻑野市⻑杯候補日/RF-DE/
２⃣中野カップ/中野ｻｯｶｰ場

③勝/13主審/⑧15中野ｴｽ&ｴｽﾄ勝
③負/ 9主審/⑥11中野ｴｽ&ｴｽﾄ負

ｼﾆｱ60/70北信越大会(福井県) 練習/犀川第2A/14:00-16:00
全日本U12県大会(準決勝)

あがた
練習/犀川第2A/12:00-14:00

北信Cﾘｰｸﾞ⑧/飯綱南G
A/11:35ﾉｻﾞﾜﾅ/TM13:15芹田

B当番/9:00ｶﾞｰﾌ/TM10:50裾花

AB/2021STI杯秋季ｻｯｶｰ
筑北人工芝ｻｯｶｰ場

練習/犀川第2A/12:00-14:00
(ｷｯｽﾞｸﾞﾗｽﾙｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙin⻑野)

HU15選手権/新潟･HO-30/福井
ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌ北信越･高校新人戦①

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) ﾌｪﾛｰｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽ(U15-7) 県･市協会/ﾊﾟﾙ等

11 1 火 平日練習/犀川B面18:30-20:30

11 2 木 平日練習/犀川A面18:30-20:30

11 3 水 (中野カップ/中野市ｻｯｶｰ場)
水曜日または木曜日

平日練習 / 茶臼山運動場 / A面 
18:30-20:00

④U15ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ2021北信2A
〇2-1更北中(2部R優勝)/
〇3-0更北中B(3部R2位)

食事会18:00/わいわいカルビ

全日本U12県大会(決勝)
アルウィン

予備日/北信ﾘｰｸﾞ/RF-BCDE

北信Cﾘｰｸﾞ順位決定戦/RF-C
A/9:30徳間/11:10篠ノ井B

/12:50NOZAWANA
B/10:20ｶﾞｰﾌB/12:00昭和

/13:40ｴﾙﾌﾄｩｰﾛ

練習/犀川第2A/8:00-10:00

TM/8:00-12:00
千曲市サッカー場

9:20浅間/9:50丸子/10:20丸子/
11:10浅間/11:40丸子

HL2部14節
U16TC(N23国体)/アル芝

高校新人戦②

11 5 土
ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ選手権U14新人戦

菅平78G/10:40Laule
/負13:30&勝15:10

練習/犀川第2A/14:00-16:00

大町ﾛｰﾀﾘ杯(大町総運動
A/9:40豊科南/13:50ｴｽﾃｨｰﾛ
B/9:30松本清水/12:50塩尻

練習/犀川第2A/14:00-16:00

U-11選手権(3･4回戦)
千曲/須坂

練習/犀川第2A/12:00-14:00
検討中/明治安田生命ｶｯﾌﾟU-10
石川県和倉･能登島G 11/5-6

U-12選手権大会①/中スポ

11 6 日 (⻑野市⻑杯)
⑳最終戦 ｼﾆｱ50ﾘｰｸﾞ/FBC
18:25審判/19:35とんぼ

開始時間変更有

TM/⼾上中･相森中/
RF･A面8:00

大町ﾛｰﾀﾘ杯(大町総運動
練習/犀川第2A/10:00-13:00

U-11選手権(3･4回戦)
千曲/あがた

TM/他/飯綱南G
練習/犀川第2A/8:00-10:00

検討中/明治安田生命ｶｯﾌﾟU-10
石川県和倉･能登島G 11/5-6

TM/他/飯綱南G
練習/犀川第2A/8:00-10:00

練習/犀川第2A/8:00-10:00

HU15選手権（新潟）
チャレンジカップ北信越
U-12選手権大会②/中スポ

高校新人戦決勝

11 8 火 平日練習/犀川B面18:30-20:30

11 9 水 平日練習/寺尾小体19-21:00

11 10 木 平日練習/犀川A面18:30-20:30

11 12 土 ㉑最終節 ｼﾆｱ50ﾘｰｸﾞ/FBC
試合無

練習/犀川第2A/13:00-16:00 北信U12ﾘｰｸﾞｶｯﾌﾟ/RF-BCD 練習/犀川第2A/12:00-14:00
北信Cリーグ順位決定戦

リバーD
A/9:00ｱﾝﾋﾞA･10:50昭和

HU16/HU15TL/新潟県
U-12県トレセン/

宮下

11 13 日
練習/未定

県トレセン U15 選考会兼練習会
⻑野日大富竹G

北信U12ﾘｰｸﾞｶｯﾌﾟ/RF-BCD
U-11選手権(5回戦)

千曲/筑北
練習/未定 ⻑野市U9ﾘｰｸﾞ⑩/犀川2C ⻑野市U8ﾘｰｸﾞ⑩/犀川2C HU16/HU15TL/新潟県

11 15 火 平日練習/犀川B面18:30-20:30

11 16 水 平日練習/犀川B面18:30-20:30

11 17 木 平日練習/犀川A面18:30-20:30
東北信ｱｶﾃﾞﾐｰ/千曲市ｻｯｶｰ場

18:15-20:30

11 19 土
TM/U14/飯綱南G/7:00-12:00

〇上田ｼﾞｪﾝｼｬﾝ/〇大町FC/
〇ﾌｪﾛｰｽﾞ

フジパンカップ北信越/大町

再試合フェローズB–篠ノ井
13:00K.O.＠山崎グラウンド

TM(東御･ﾌｪﾛｰｽﾞAB))
飯綱高原G/13:30集合-17:00

検討中/明治安田生命ｶｯﾌﾟU-11
石川県和倉･能登島G 11/19-20

TM(東御･ﾌｪﾛｰｽﾞAB))
飯綱高原G/13:30集合-17:00

AB/三愛カップU9
A/広丘小/9:00松島/

11:00ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ/13:00旭町
B/広丘小/9:40ﾌﾝﾃﾛｰﾌﾟ塩尻/
11:40ｱﾙﾃｨｽﾀ/13:40茅野玉川

NTCU14
HU18Lプレ1節/アル芝

11 20 日
⻑野市⻑杯候補日

【RF-DE/Vs】

３⃣41中野カップ/中野ｻｯｶｰ場

Jy説明･体験練習会
TM/飯綱南G/8:00集合-12:00

フジパンカップ北信越/大町

AB/U-11選手権(3･4回戦)
A/千曲市/11:00CEDAC

親子サッカー大会
飯綱南G/12:00集合-16:00

検討中/明治安田生命ｶｯﾌﾟU-11
石川県和倉･能登島G 11/19-20

親子サッカー大会
飯綱南G/8:00集合-12:00

AB/三愛カップU9
塩尻市北部公園多目的G

親子サッカー大会
飯綱南G/8:00集合-12:00

NTCU14-22日/HU18Lプレ2節
21日(月)北信アカデミー

⻑野日大富竹G17:45-19:30

11 22 火 平日練習/犀川A面18:30-20:30

11 23 水
ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ選手権U15

菅平78G/10:40Laule
勝15:10/負13:30

練習/犀川第2A/13:00-16:00

練習/犀川第2A/12:00-15:00

AB/協会杯Ｕ11/RF-ABC
A/9:45小布施/10:30篠ノ井B
B/9:45ガーフB/11:15NPIC
L/10:30ﾉｻﾞﾜﾅ/11:15芹田A

練習/犀川第2A/12:00-14:00

U9交流会/12-12/6人制
千曲市ｻｯｶｰ場8:00-16:00

B/●0-1ｽｸｰﾙ/△1-1篠ノ井B/
●1-5⼾上/●0-1千曲/●0-4徳間

HU18Lプレ3節/アル芝

11 24 木 平日練習/犀川A面18:30-20:30

11 26 土 Jy説明･体験練習会
練習/篠ノ井⻄小体/13:30-16:00

練習/犀川第2A/13:00-16:00
検討中/明治安田生命ｶｯﾌﾟU-11
石川県和倉･能登島G 11/26-27

U-11選手権(準決勝)
アルウィン

北信Cリーグ順位決定戦
飯綱町サッカー場

B/9:55ﾉｻﾞﾜﾅ･10:50徳間

サンプロカップU8
塩尻市北部公園多目的G
〇1-0開智/●0-2ﾅｲﾂ/

〇3-0ｾﾀﾞｯｸ

11 27 日 ⻑野市⻑杯候補日
【RF-D/Vs】

Jy説明･体験練習会
練習/篠ノ井⻄小体/13:30-16:00

Aリーグ2部 2節/
飯綱町ｻｯｶｰ場12-16

 フェローズB対篠ノ井
練習/犀川第2A/10:00-13:00

検討中/明治安田生命ｶｯﾌﾟU-11
石川県和倉･能登島G 11/26-27

U-11選手権(3決･決勝)
アルウィン

練習/犀川第2A/8:00-10:00 練習/犀川第2A/8:00-10:00

サンプロカップU8
塩尻市北部公園多目的G
●0-1⼾上/〇2-0屋代/

〇1-0茅野玉川

U12/14/15県トレ/あがた

11 29 火 平日練習/⻄小体19:00~21:00

11 30 水 平日練習/犀川A面18:30-20:30

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) ﾌｪﾛｰｽﾞﾚﾃﾞｨｰｽ(U15-7) 県･市協会/ﾊﾟﾙ等

12 1 木 平日練習/犀川A面18:30-20:30

12 3 土 練習/篠ノ井⻄小体13-16:00

⻑野市⻑杯/RF
A/〇10-0浅川/〇13-1千曲

B/●0-5ノザワナ/△2-2屋代
C/●0-3スクール/●0-16中野

練習/犀川第2/8:00-11:00
A/ｴﾝｼﾞｪﾙｶｯﾌﾟ/塩尻市北部公園

多目的G･広丘小学校G
9:20南箕輪/11:20?/13:20豊明

練習/犀川2ABC面8:00-10:00 HU12TC/富山

12 4 日 (⻑野市⻑杯) 練習/篠ノ井⻄小体13-16:00
⻑野市⻑杯/RF-E/決勝T

(県U12ﾘｰｸ⑪/?)
練習/犀川第2/8:00-11:00

A/ｴﾝｼﾞｪﾙｶｯﾌﾟ/塩尻
予選リーグの結果による

HU12TC/富山

12 6 火 平日練習/篠ノ井⻄小体19-21:00

12 7 水 平日練習/寺尾小体19-21:00

12 8 木 平日練習/篠ノ井⻄小体19-21:00

12 10 土 練習/篠ノ井⻄小体13-16:00
練習/犀川2A&C/8:00-11:00
又は裾花体育館/12:30-15:00

練習/犀川2A&C/8:00-11:00
又は裾花体育館/12:30-15:00

練習/犀川2A&C/8:00-11:00
又は裾花体育館/12:30-15:00

U12/14/15県トレ/かりがね
信毎杯U13/FBC
全日本女子Fs

平日練習(任意参加) / 犀川第２G / A面 18:30-20:00

平日練習(任意参加) / 犀川第２G / A面 18:30-20:00
平日練習(任意参加) / 犀川第２G / A面 18:30-20:00

平日練習(任意参加) / 犀川第２G / A面 18:30-20:00

平日練習(任意参加) / 犀川第２G / A面 18:30-20:00

⻑野市U9ﾘｰｸﾞ⑥/犀川2C
A/12:00裾花/13:30ガーフA
B/11:15ガーフB/13:30徳間

⻑野市U9ﾘｰｸﾞ⑦/犀川2C
A/12:45ﾌｪﾛｰｽﾞB/14:15芹田
B/12:45ﾌｪﾛｰｽﾞA/13:30東北

平日練習(任意参加) / 犀川A 18:30-20:00

平日練習(任意参加) / 犀川第２G / A面 18:30-20:00

平日練習(任意参加) / 犀川第２G / A面 18:30-20:00

平日練習(任意参加) / 犀川A 18:30-20:00

平日練習(任意参加) / 犀川第２G / A面 18:30-20:01

平日練習(任意参加) / 犀川A 18:30-20:00

水曜日または木曜日
平日練習 / 茶臼山運動場 / A面 18:30-20:00

平日練習(任意参加) / 犀川第２G / A面 18:30-20:00

平日練習(任意参加) / 犀川第２G / A面 18:30-20:00

平日練習(任意参加) / 犀川第２G / A面 18:30-20:00

平日練習(任意参加) / 犀川A 18:30-20:00

平日練習(任意参加) / 犀川A 18:30-20:00
平日練習(任意参加) / 犀川A 18:30-20:00

平日練習(任意参加) / 犀川A 18:30-20:00
平日練習(任意参加) / 犀川A 18:30-20:00

⻑野市U9ﾘｰｸﾞ⑤/犀川2C
A/11:15ｱﾝﾋﾞｼｬｽﾌﾞﾙｰ/12:45篠ノ井A
B/11:15ｱﾝﾋﾞｼｬｽﾎﾜｲﾄ/12:45篠ノ井B

平日練習(任意参加) / 犀川第２G / A面 18:30-20:00



12 11 日 練習/篠ノ井⻄小体13-16:00

北信ﾌｯﾄｻﾙ南1節/小川ﾋﾞｯｸﾗﾝﾄﾞ
C/9:00ｽｸｰﾙB/9:30ﾌｪﾛL/10:00小川
B/11:30浅川/12:00篠B/12:30裾A
A/14:00篠A/14:30ｽｸA/15:00ﾌｪﾛD
練習/裾花体育館/12:30-15:00

北信ﾌｯﾄｻﾙ南1節/小川ﾋﾞｯｸﾗﾝﾄﾞ
D/14:00ｽｸA/14:30篠A/15:00ﾌｪﾛA
練習/裾花体育館/12:30-15:00

Cリーグ/邦友旗G
B/10:00審判/

10:45ﾉｻﾞﾜﾅ/11:50NPIC
A練習/犀川2A&C/8:00-11:00

又は川中島体育館/12:30-15:00

練習/犀川2A&C/8:00-11:00
又は川中島体育館/12:30-15:00

練習/犀川2A&C/8:00-11:00
又は川中島体育館/12:30-15:00

信毎杯U13/FBC
全日本女子Fs

12 13 火 平日練習/篠ノ井⻄小体19-21:00

12 14 水 平日練習/寺尾小体19-21:00

12 15 木 平日練習/安茂里体/19:00-21:00

12 17 土 中野フットサルフェスティバル
中野市⺠体育館

練習/裾花体育館/12:30-15:00
練習/北部勤労体育館

13:00-17:00
練習/柳原体育館/田野予約

12:30-15:00

12 18 日 練習/篠ノ井⻄小体13-16:00
北信ﾌｯﾄｻﾙ南2節/小川ﾋﾞｯｸﾗﾝﾄﾞ
(県U12ﾘｰｸ⑫/千曲市ｻｯｶｰ場)

北信ﾌｯﾄｻﾙ南2節/小川ﾋﾞｯｸﾗﾝﾄﾞ
F/14:00ｽｸA/14:30ｽｸC/15:00ﾌｪﾛL

DE練習/若穂体育館9:00-12:00
練習/松代体育館/10:30-12:30 練習/裾花体育館/10:30-12:30 練習/裾花体育館/10:30-12:30 U16TC(N23国体)/FBC

12 20 火 平日練習/篠ノ井⻄小体19-21:00

12 21 水 平日練習/寺尾小体19-21:00

12 22 木 平日練習/犀川A面18:30-20:30
東北信ｱｶﾃﾞﾐｰ/千曲市ｻｯｶｰ場

18:15-20:30

12 24 土 休み

12 25 日 (⻑野市⻑杯) 休み
A/県リーグ7節/筑北村ｻｯｶｰ場

●3-4南箕輪
練習/犀川2A&C/8:00-11:00

練習/犀川2A&C/8:00-11:00 練習/犀川2A&C/8:00-11:00 練習/犀川2A&C/8:00-11:00 練習/犀川2A&C/8:00-11:00
26日(月)北信アカデミー

⻑野日大富竹G17:45-19:30

12 27 火 平日練習/篠ノ井⻄小体19-21:00

12 28 水 平日練習/寺尾小体19-21:00

12 29 木 平日練習/篠ノ井⻄小体19-21:00

12 30 金 休み

12 31 土 休み

平日練習(任意参加) / 裾花体育館/19:00-21:00

平日練習(任意参加) / 裾花体育館/19:00-21:00

フェローズ・篠ノ井合同納会/リバーフロントB/9:00-17:00 ➀U8･9/9:00集合10:00-11:30 ②U10･11･12/10:30集合11:30-15:30

平日練習(任意参加) / 犀川第２G / A面 18:30-20:00

平日練習(任意参加) / 犀川第２G / A面 18:30-20:00
平日練習(任意参加) / 安茂里体育館/19:00-21:00

平日練習(任意参加) / 犀川第２G / A面 18:30-20:00


