
守山フットボールクラブ　日程表 ２０２０年　２月

中１ 中２ 中３ 低学年

- - -

２０日（火）、２５日（火）は６年生・ジュニアユースは守山西中学校でのナイター練習となります。時間・場所お間違いなく。
また２６日は振替で休みです。
インフルエンザの流行時期です。手洗い・うがいをしっかりとして感染予防に努めましょう！
体調不良の場合、無理して活動の参加をしないようにしましょう。感染拡大防止にご協力ください。
３年生以上の練習時のユニフォームの色について　(※３年生は上着のみ）　各曜日指定の色を着用してご参加ください。
　（祝日・月）・　(火) ・ (木) ・ (土) ＝ 白、(水) ・ (金) ・ (日) ＝ 緑
クラブへのご質問、お問い合わせ連絡先
第１連絡先 →　 近藤　　TEL : 070-5407-9713　　MAIL : mfc1982sva@willcom.com

第２連絡先 →　　　 金枝　　TEL : 070-5336-7949　　MAIL : moriyamafc1982@y-mobile.ne.jp （日中はメールでのご連絡にご協力ください。）

西松　　TEL : 070-5407-4626　　MAIL : mfc1982jr@willcom.com

小４ 小５ 小６ 高学年

平 日

水・金 火・水・木 火・水・木

ジュニア ジュニアユース なでしこ
幼児 小１ 小２ 小３

木 金

１５：２０～１６：３０ １５：５０～１７：００ １５：５０～１７：００ １６：３０～１８：３０ １６：３０～１８：３０ １６：３０～１９：００

火・水・金 火・水・金 火・水・木・金 火・水・木・金 火・水・金 木・金

１６：３０～１９：００ １６：３０～１９：００
16:00 17:00 17:00

17:00 18:30 18:00

1 土

９：１５～１０：１５ ９：１５～１０：４５ ９：１５～１１：００
１３：００～１５：００

(守山小学校) (守山小学校) (守山小学校)

vs 千種ＦＣ vs 千種ＦＣ vs 知多ＳＣ

練習試合 練習試合 練習試合

１５：００～１７：００
１３：００
～１４：３

０
１４：３０～１６：３０

(ＡM モリコロ) (ＡM モリコロ) (ＡM モリコロ)

１５：００～１７：００

フォルツァ知多

vs 名東クラブ 交流戦

(PM 西園) (PM 半田陸上競技場)

[お父さん・お母さんサッカー] → １５：００～１７：００（小幡緑地西園）

OFF OFF OFF OFF １３：００～１５：００

8 土 OFF

大口フェスティバ
ル

OFF

練習試合

(終日 大口町総
合運動公園)

１３：００～１５：００

練習試合

2 日

vs モノリス vs モノリス vs モノリス vs モノリス vs モノリス
(終日 大口町総

合運動公園)(AM 一宮総合運
動場)

(AM 一宮総合運
動場)

(PM 一宮総合運
動場)

練習試合 練習試合 練習試合 練習試合

OFF

大口フェスティバ
ル

(PM 一宮総合運
動場)

(AM すいとぴあ江南)

U14クラブカップ

１１：００～１３：００vs 未定

(AM テラスポ鶴舞)

9 日 ９：１５～１０：１５ OFF ９：１５～１１：００ １１：００～１３：００

11 火 ９：１５～１０：１５ ９：１５～１０：４５

練習試合

１１：００～１３：００

９：００～１１：００ １１：００～１３：００ ９：００～１１：００

vs八事ＦＣ vs オステン

(ＡM 西園) (PM 西園)

９：００～１１：００

練習試合

１３：００～１５：００ １５：００～１７：００
１３：００
～１４：３

０
１１：００～１２：３０

練習試合

OFF調整中 調整中 調整中 vs FC.Toyoake

(PM 豊明中央公園)

15 土

(守山小学校) (守山小学校) (守山小学校) （ＡＷＡＹ） （ＡＷＡＹ） （ＡＷＡＹ） （ＡＷＡＹ）

９：１５～１０：１５ ９：１５～１０：４５ ９：１５～１１：００
練習試合

調整中

練習試合 練習試合 練習試合

１３：００
～１４：３

０
１５：００～１６：３０vs 山室山FC vs 山室山FC vs 山室山FC

(終日 安城総合
運動公園)

練習試合 練習試合 安城トレセン交流
戦

平常通り
１８：３０～２０：３０ １８：３０～２０：３０

（守山西中学校） （守山西中学校）

(終日 松阪市高
須G)

(終日 松阪市高
須G)

(終日 松阪市高
須G)

20 木 OFF 平常通り 平常通り 平常通り 平常通り

16 日 OFF OFF OFF

練習試合

１３：００～１５：００

[お父さん・お母さんサッカー試合調整中] → １７：００～２１：００（モリコロパーク多目的広場）

１３：００～１５：００ １５：００～１７：００ １３：００～１５：００ １５：００～１７：００
OFF

(モリコロパーク芝）

OFF OFF OFF
１３：００～１５：００

(モリコロパーク芝）

23 日

イーストールフェ
スティバル

練習試合

９：１５～１１：００ ９：００～１１：００

[社会人愛知県選手権] → １０：００KICKOFF vs 大同特殊鋼（東レG）

(モリコロパーク芝） (モリコロパーク芝） （モリコロパーク芝）
22 土

vs八事ＦＣ

(PM 庄内緑地) (ＡM 西園)

１５：００～１７：００ １５：００～１７：００ １１：００～１３：００ １５：００～１７：００
１３：００
～１４：３

０
１５：００～１６：３０

25 火 OFF OFF OFF OFF

練習試合 練習試合

１１：００～１３：００vs 愛知FC大府 vs 愛知FC大府24 月 ９：１５～１０：１５ ９：１５～１０：４５ ９：１５～１１：００

練習試合

vs 愛知FC大府

OFF OFF
１８：３０～２０：３０ １８：３０～２０：３０

OFF
（守山西中学校） （守山西中学校）

(AM 大府市北山
小学校)

(PM 大府市北山
小学校)

(PM 大府市北山
小学校)

１５：００～１７：００

全学年

男子と活動

平常通り 平常通り OFF ＯＦＦ OFF

29 土 OFF OFF OFF

26 水 平常通り 平常通り 平常通り 平常通り

▷

▷

▷

または

男子と活動
練習(１５：００～１７：００)

OFF １３：００～１５：００ １５：００～１７：００ １３：００～１５：００

U15リーグ
全学年

平常通り

▷


