
※6/25更新

日程 会場 時間 R 担当

田川黄金（上） 連絡 川崎FC ｖｓ ＦＣグローバル 相互 川崎ＦＣ

ｖｓ

ｖｓ

日程 会場 時間 R 担当

千鳥ヶ池公園G 連絡 ワンソウルＣ福岡 ｖｓ オエステ福岡 相互 ワンソウルＣ福岡

ｖｓ

ｖｓ

日程 会場 時間 R 担当

春日スポセン 9:45 春日イーグルス ｖｓ ビートルＳＣ 相互 春日イーグルス

ｖｓ

ｖｓ

日程 会場 時間 R 担当

15:10 ワンソウルＣ福岡 ｖｓ 川崎ＦＣ ＦＣグローバル

16:55 オエステ福岡 ｖｓ ＦＣグローバル 川崎ＦＣ

ｖｓ

日程 会場 時間 R 担当 時間 R 担当

田川黄金（上） 連絡 川崎FC ｖｓ 春日イーグルス 相互 川崎ＦＣ

15:00 ギラヴァンツ北九州 ｖｓ ビートルＳＣ オエステ福岡 15:00 ギラヴァンツ北九州Ｕ１４ vs 宗像セントラルネクスト 相互 宗像セントラル

16:45 宗像セントラル ｖｓ オエステ福岡 ギラヴァンツ北九州

日程 会場 時間 R 担当

田川黄金（上） 連絡 川崎FC ｖｓ ビートルＳＣ 相互 川崎ＦＣ

西鞍の丘総合運動公園芝生広場 9:30 宗像セントラル ｖｓ 春日イーグルス 相互 宗像セントラル

未定 連絡 ギラヴァンツ北九州 ｖｓ ＦＣグローバル 相互 未定

日程 会場 時間 R 担当 R 担当

9:30 宗像セントラル ｖｓ ビートルＳＣ オエステ福岡 9:30 春日イーグルス ｖｓ ギラヴァンツ北九州 ワンソウルＣ福岡

11:45 川崎ＦＣ ｖｓ オエステ福岡 ビートルＳＣ 11:45 ワンソウルＣ福岡 ｖｓ ＦＣグローバル ギラヴァンツ北九州

13:15(TRM） ギラヴァンツ北九州Ｕ１４ vs 宗像セントラルネクスト 相互 13:15(TRM） ギラヴァンツ北九州Ｕ１３ vs 宗像セントラルＵ１３ 相互

13:50（TRM） ﾜﾝｿｳﾙC福岡U14 vs 宗像セントラルネクスト 相互 14:25（TRM） ギラヴァンツ北九州Ｕ１３ vs 宗像セントラルＵ１３ 相互

14:25（TRM） ﾜﾝｿｳﾙC福岡U14 vs ギラヴァンツ北九州Ｕ１４ 相互

15:00（TRM）

日程 会場 時間 R 担当 時間 R 担当

9:30 宗像セントラル ｖｓ ワンソウルＣ福岡 相互 10:00 ビートルＳＣＵ１３Ｎ ｖｓ ワンソウルＣ福岡Ｏ

11:00（TRM） ワンソウルＣ福岡Ｕ１５Ｂ vs 宗像セントラルネクスト 相互 11:30 ビートルＳＣＵ１３Ｇ ｖｓ ワンソウルＣ福岡Ｅ

13:00 ビートルＳＣ ｖｓ 宗像セントラルＵ１３ 相互

13:30 ワンソウルＣ福岡 ｖｓ 宗像セントラルＵ１３ 相互

延期 ＦＣグローバル ｖｓ 春日イーグルス 未定 14:00 ビートルＳＣ ｖｓ 宗像セントラルＵ１３ 相互

未定 連絡 ギラヴァンツ北九州 ｖｓ 川崎FC 未定 14:30 ワンソウルＣ福岡 ｖｓ 宗像セントラルＵ１３ 相互

日程 会場 時間 R 担当

ｖｓ

ｖｓ

ｖｓ

日程 会場 時間 R 担当

連絡 ワンソウルＣ福岡 ｖｓ ビートルＳＣ 未定

延期 オエステ福岡 ｖｓ 春日イーグルス 未定

予定 ギラヴァンツ北九州 ｖｓ オエステ福岡 未定

日程 会場 時間 R 担当

9:30 ギラヴァンツ北九州 ｖｓ 宗像セントラル ワンソウルＣ福岡

11:15 ギラヴァンツ北九州 ｖｓ ワンソウルＣ福岡 宗像セントラル

13:50（TRM） ギラヴァンツ北九州Ｕ１４ vs 宗像セントラルネクスト 相互

15:00（TRM） オエステ福岡Ｕ１３ vs 宗像セントラルU13 相互

16:00（TRM） オエステ福岡Ｕ１３ ｖｓ 宗像セントラルＵ１３ 相互

２０２０　MORF　リーグ　対戦表　

※Ａコート13:15-TRMは30分にて行う。空白部分は当日調整。

※ふれあいの森８～１９（２面）確保いただいております。試合時間は宗像セントラルを中心に全体で決定

※春日イーグルスはスケジュール未定のため、確定次第決定

※11:00-（TRM）ワンソウルＣ福岡Ｕ１５Ｂvs宗像セントラルネクスト：３０分×３本

宗像セントラル宗像セントラル

※会場準備はワンソウルＣ福岡、ビートルＳＣ、宗像セントラルにて行います。（８：００～）会場片付けは最終チームにてお願いします。

対戦

※田川黄金終日（２面）確保いただいております。グローバル１４：００以降稼働可能につき、試合時間は双方で決定

対戦

対戦

※千鳥ヶ池１０～１８確保いただいてます。ワンソウルＣ福岡は１３：００まで稼働可能。試合時間は双方で決定

８／２（日） 宗像終末処理場Ｇ 宗像セントラル

対戦（Ｂコート：海側:13:00-17:00）

※田川黄金終日（２面）確保いただいております。試合時間は双方で決定

※ふれあいの森８～１９（２面）確保いただいております。試合時間は双方で決定→使用時間注意

※宗像セントラル午後から稼働可能。オエステ福岡夕方以降に稼働可能。ビートル午後から可能。

対戦（Ｂコート：海側：8:00-16:00）

宗像セントラル 宗像セントラル７／２３（祝） ふれあいの森Ｇ

西鞍の丘総合公園芝生広場8:30-11:30

※ふれあいの森Ｇの会場準備はギラヴァンツ北九州、宗像セントラルにて行います。（１３：００～）会場片付けは最終チームにてお願いします。

対戦（Ａコート：山側：13:00-19:00）

対戦

７／４（土）

７／５（日）

対戦

※グランド確保時間未定のため、試合時間は春日イーグルスにて決定後連絡

７／１１（土）

※小野公園１３～１９確保いただいてます。ワンソウルは１７：００まで稼働可能

※雁ノ巣Eコート１５～１９確保いただいております。（６／２３変更）

７／１２（日）

ワンソウルＣ福岡雁ノ巣Eコート

宗像セントラル

７／１８（土）
ふれあいの森Ｇ

対戦（Ａコート：山側：8:00-16:00）

※田川黄金終日（２面）確保いただいております。試合時間は双方で決定

※ふれあいの森１３～１９（２面）確保いただいております。試合時間は双方で決定

西鞍の丘総合運動公園の会場準備片付けは春日イーグルス、宗像セントラルにて行います。

７／１９（日）

対戦（Ａコート：山側：8:00-13:00）

※ふれあいの森８～１９（２面）確保いただいております。試合時間は宗像セントラルを中心に全体で決定

※ビートルＳＣ、春日イーグルス可能な限り早い時間を希望。

※会場準備はギラヴァンツ北九州、宗像セントラルにて行います。（８：００～）会場片付けは最終チームにてお願いします。

対戦（Ａコート：海側：9:00-16:00）

※Ｂコート13:15-TRMは２０分にて行う。空白部分は当日調整。

対戦

７／２４（祝）
宗像ふれあいの森

※雁ノ巣１１～１９確保いただいております。ワンソウルは１７：００まで稼働可能。試合時間は双方で決定

※イーグルスはスケジュール未定のため、確定次第決定

７／２６（日）

対戦

雁ノ巣 ワンソウルＣ福岡

※現状で実施なし

７／２５（土）

対戦

※会場準備はワンソウルＣ福岡、ビートルＳＣ、宗像セントラルにて行います。（８：００～）会場片付けは最終チームにてお願いします。


