
2018/3/13 時点

日にち 曜日 場所　 集合時間 開始時間 内容

4月16日 日 高浜小学校 13:20 14:50
【西三河ﾘｰｸﾞ】
　ｖｓFCﾘｰｳﾞｪｽ14:50～、ｖｓ高浜FC16：10～、FM予定あり(14：20～)

4月30日 日 渡橋グランド 13:00 14:00
【西三河ﾘｰｸﾞ】
　ｖｓ豊南JFT14：00～、ｖｓ安城SSS16：40～、FM14：55～、16：15～

5月3日 水 豊田市立　下山中学校 8:30 9:30
【下山弘法祭り】
参加チーム　下山ＦＣ, 朝日丘ＦＣ　※詳細はスケジュール参照（解散16：00頃）

5月14日 日 半田小学校 9:00 10:00

【知多SCカップ】
　参加チーム　知多SC、富士松FC、FCリーヴェス、エルニーニョ美和、
　　　　　　　　　　　　　　　　　 AFC AGUI、卯ノ里SC　（トキワ 2チームエントリー）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　※詳細はスケジュール参照（台数制限あり、解散17：30頃）

6月10日 土 幸田中央公園 8:30 9:30
【西三河ﾘｰｸﾞ】
　ｖｓFCヴェルダンA 9：30～、　FM：ｖｓ知立SS10：25～、FCヴェルダン11：55～　（解散13:00頃）

6月24日 土
豊田自動織機

碧南工場グランド
8:00 9:30

【西三河ﾘｰｸﾞ】
　ｖｓ知立SSS 9：30～、 ｖｓFCﾘｰｳﾞｪｽ10:45～
　FM：ｖｓ知立SSS 13：00～、 ｖｓFCﾘｰｳﾞｪｽ13：40～　（解散未定 FM可能性有）

7月1日 土 安城市陸上競技場 12:00 13:30
【西三河ﾘｰｸﾞ】
　ｖｓ安城SSS 13：30～、 ｖｓ刈谷SC14:40～　（解散16：30頃）

7月
8～9日

土/日
福井県坂井市
三国運動公園

6:00 11:00
【三国カップ（7/8～9）】
　福井、長野、滋賀、愛知より12チーム参加　　※詳細はスケジュール参照
　ママさんPK合戦あり

7月8日 土 幸田中央公園 8:30 10:00
【フジパン予選】
　ｖｓFCヴェルダンA 10：00～、　ｖｓ幸田JrFC 12：00～　　（解散14：00頃）
  ※台数制限8台

7月9日 日 幸田中央公園 8:30 10:00
【フジパン予選】
　ｖｓモンキーズSC 10：00～、　ｖｓ高浜FC 13：00～　　（解散15：00頃）
　※台数制限8台

7月15日 土 幸田中央公園 8:00 9:00
【TM】
　ｖｓ幸田JrFC　～12：00　　（午後練習あり）

7月30日 日 渡橋グランド
【西三河リーグ】
　vs 富士松FC、　ｖｓ高浜FC

8月
5～6日

土/日
蒲郡市

海陽多目的広場
8:30 10:15

【マリンカップ】
＜8/5：予選リーグ＞
　ｖｓ アトラスFC　10：15～、　ｖｓ FC東郷　13：35～、　ｖｓ 三日月　15：35～　（解散 17：00頃）
＜8/6：順位トーナメント＞
　予選順位次第　（解散　15：30頃）

8月
10～15日

- 集合：東公園駐車場 13:00 - 清水カップ（8/10～15）

8月
19～20日

土/日
碧南市

２号地多目的グランド
8:00 10:00

【碧南サマーカップ】
＜8/19：予選リーグ＞
　開会式 9：00、　ｖｓ　碧南FC 10：00～、　ｖｓ　朝日丘FC 12：00～　　（解散　14：00頃）
＜8/20：順位トーナメント＞

8月
26～27日

土/日 幸田中央公園 7:45 9:10

【幸田サマーカップ】
＜8/26：予選リーグ＞
　ｖｓ タートルズ　9：10～、　ｖｓ 豊橋南　11：10～、　ｖｓ 亀崎　13：50～　（解散　15：30頃）
＜8/27：順位トーナメント＞
　予選順位次第　（解散　17：30頃）

9月2日 土 渡橋グランド 9:00 10:30

【ZENT CUP予選】
岡崎Ｕ１２サッカー大会兼ＺＥＮＴＣＵＰ岡崎予選（11人制）
・組合せ　Ａ（上地、幸田、トキワ）、Ｂ（マルヤス、岡西、中央）
　ｖｓ 上地FC　10：30～、　ｖｓ 幸田JFC　12：00～

9月9日 土
岡崎中央総合グランド

多目的広場
7:30 9:00

【西三河リーグ】
ｖｓ FCヴェルダン　9：00～、　ｖｓ 知立SSS　10：20～
（FM：　ｖｓ FCヴェルダン　11：15～、　ｖｓ 知立SSS　11：40～）

9月16日 土 渡橋グランド 12:30 14:00
【西三河リーグ】
ｖｓ 豊南JFT 14:00～
（FM：　計画中　　解散　17：30頃）

9月23日 土 渡橋グランド 15:00 16:00
【西三河リーグ】
ｖｓ 刈谷SC16:00～　（グランド整備後　解散17：30頃）
※FM無し1試合のみの為、通常練習後メンバー絞って参加

9月24日 日 刈谷市　金山運動公園 12:00 13:30

【西三河リーグ】
ｖｓ 富士松FC 13：30～
（FM：　ｖｓ FCヴェルダン 14：30～、 以後当日相談）
※台数制限8台

U-12 行事予定



2018/3/13 時点

日にち 曜日 場所　 集合時間 開始時間 内容

10月7日 土 幸田 坂崎グランド 13:30 - トレーニングマッチ　（幸田ＪＦＣ/安城北部）

10月15日 日 　碧南市2号地多目的ｸﾞﾗﾝド 10:00 11:30
【第41回全日本少年サッカー大会愛知県大会　西三河予選】
予選リーグ　　（台数制限8台）
ｖｓ 刈谷ＳＣ　11：30～、　ｖｓ 一色西尾　 14：00～　　（解散　16：00頃）

10月29日 日
　矢作川西尾緑地少年サッカー

場
9:30 11:00

【第41回全日本少年サッカー大会愛知県大会　西三河代表決定戦】
代表決定リーグ　　（台数制限8台）
ｖｓ 幸田　11：00～、　ｖｓ グラン三好　13：00～　　（解散　15：00頃）

11月4日 土 豊田スタジアム　芝生広場 8:30 11:40
【ＺＥＮＴＣＵＰ少年サッカー大会】
８人制　15分ハーフ　トーナメント
開場8：30　　開会式9：00　　ｖｓ　モンキーズ　11：40～　（解散　17：00頃）

11月5日 日 東浦みどり浜緑地
【第41回全日本少年サッカー大会愛知県大会】
FCディバイン

11月
18～19日

土/日 笠原梅平運動競技場 8:20 9:50

【春日井白山SSS白山杯】
18日(土)
　vs 多治見ＺＥＲＯ　ＦＣ　9:50～、　ｖｓ FC笠間　12:20～、　ｖｓ 大矢知サッカー少年団　14:00～
19日（日）
　結果次第
※台数制限7台

11月19日 日 西尾小学校 9:30 11:00
【第10回MUFGカップ】　予選リーグ
　ｖｓ　安城北部B　11：00～、　ｖｓ　FCリーヴェス　15：00～
※台数制限10台程度

11月25 土 7:45 9:00
【刈谷わんぱくサッカー大会】（トラヴェッソＳＣ招待試合）
　第1試合：　ｖｓ 刈谷ＳＣ　（他2試合）　※11人制　　　　　　　（解散　15：30頃）
※台数制限はありませんが、8台程度で乗り合わせしましょう。

11月26 日 7:45 9:00
【刈谷わんぱくサッカー大会】（トラヴェッソＳＣ招待試合）
　第1試合：　ｖｓ 知立ＳＳ　（他2試合）　※11人制　　　　　　　（解散　15：30頃）
※台数制限はありませんが、8台程度で乗り合わせしましょう。

12月2日 土 渡橋 8:20 9:50
【岡崎リーグ】
ｖｓ マルヤス　9：50～、　ｖｓ 岡崎中央　13：00～　（解散　15：00頃）

12月9日 土 トヨタ自動車　堤工場グランド 7:45 9:15
【第13回エスペランサフレンドリーカップ】
 開会式　8：45　対戦相手は当日抽選　　　★リフティング大会　代表3名
※台数制限はありません。　（解散　16：00頃）

12月16 土/日 碧南市２号地多目的グランド 8:30 10:00
【第10回MUFGカップ】　代表決定トーナメント
ｖｓ　グランパス三好　10：00～　　勝った場合　13：00～

12月
23～24日

土/日 幸田中央公園 7:10 8:40

【東西ＣＵＰ】
＜23日＞
ｖｓ　セントラル　8：40～、　ｖｓ　岡崎西　10：40～、　ｖｓ　ブリランテ　13：20～　　（解散　15：00頃）
＜24日＞　結果次第
※台数制限12台

1月
7～8日

日/月 羽島堤外グランド 8:00 9:00

【正木CUP】
＜7日＞
ｖｓ　永源寺　9：00～、　ｖｓ　ラセルバ　10：20～、　ｖｓ　はしま南部　11：40～　※13：00以降TM予定
＜8日＞　結果次第
※乗り合わせ ８台程度

1月20日 土 渡橋 12:00 14:00
【岡崎リーグ】
ｖｓ 幸田　14：00～  ※試合後渡橋で練習あり　（解散　17：00頃）

1月21日 日 東邦大学 日進グランド 8:50 10:20

【第５回ＴＯＨＯカップ】
　開会式　9：10～、　ｖｓ　セントレア　10：20～、　ｖｓ　ホッツ　11：10～、　ｖｓ　知多　13：40～
　順位決定戦、　　閉会式　16：20　　（解散　16：50頃）
　※乗り合わせ ８台程度
　※雨天延期　1/28（日）　東邦高校グラウンド

1月27日 土 渡橋 11:30 13:00
【岡崎リーグ】
ｖｓ 岡西　13：00～

2月
3～4日

土/日 南知多町民会館 10:40 12:10

【南知多ライオンズカップ】
＜3日＞
 開会式　11：40～、　ｖｓ　武富　12：10～、　ｖｓ　Voice　13：50～
＜4日＞　結果次第
※乗り合わせ ８台程度

2月17日 土 渡橋 12:00 14:00
【岡崎リーグ】
ｖｓ 上地　14：00～  ※試合後渡橋で練習あり　（解散　17：00頃）

2月18日 日 渡橋/美合橋 13:30 15:00
【岡崎市民冬季サッカー大会】
　ｖｓ 羽根小　15：00～　（解散　16：30頃）

3月
3～4日

土/日 港町グランド 7:30 9:00

【尾村杯】
＜3日＞
　ｖｓ 知立SSS　9：00～、　ｖｓ 朝日丘FC　11：00～、　ｖｓ 刈谷SC　13：00～　（解散15：00頃）
＜4日＞　結果次第
※台数制限10台

3月
10～11日

土/日
岡崎中央総合グランド

多目的広場
8:00 9:30

【トキワ カップ】
　ｖｓ　トヨタ　9：30～、　ｖｓ　神久呂　11：35～、　ｖｓ　南知多　13：40～

全試合日程終了！！　本当にご協力ありがとうございました。

　　　To Be Continued

U-12 行事予定

刈谷市　港町グランド


