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平成平成平成平成 28282828 年年年年 6666 月月月月 1111 日日日日    

    
    

日日日日 曜日曜日曜日曜日

4 土  午後1時～5時 遠山 6年

5 日  お休みです　　     　　(狭山台グリーン招待試合/5年)

11 土  午後2時～5時　　　　(トレセン/女子) 樋口 6年

12 日  午後1時～5時　　　　(四種リーグ第5節/代表) 齊藤 4年

18 土  午後1時～5時　　　　(富士見カップ/5年) 正木 6年

19 日  チャレンジまつり　　※3年以下南小の練習はありません

25 土  午後1時～5時　　　　(*春季リーグ最終日予定/6年)(*富士見カップ予備日/5年) 佐藤 3年

26 日  午後1時～5時　　　　(フットサルフェスタ/4･6年)(スポ少U10総合開会式/4年) 緒方 5年

7/2 土  午後1時～5時　　　　(*スポ少U10総合開会式予備日/4年) 栗原 5年

ｰ

ｰ

練習時間練習時間練習時間練習時間 グランドグランドグランドグランド当番当番当番当番

☆今月はすべて入曽グランドでの練習となります。 

 

 
・6/5(日)  狭山台グリーン招待試合 5 年  新柏原グランド 

・6/12(日)  四種リーグ 第 5 節  代表  会場未定 

・6/18(土) *6/25(土)予備 富士見カップ  5 年  新柏原グランド 

・6/25(土)  狭山市春季リーグ最終日 6 年  新柏原グランド 
    ⇒【【【【条件付条件付条件付条件付】】】】：富士見カップ 18 日に開催された場合 

(8 時半キックオフ、7 時半グランド準備) 

・6/26(日) *7/2(土)予備 埼玉県スポーツ少年団 U10 サッカー大会総合開会式 

4 年  上尾陸上競技場 

・6/26(日)  フットサルフェスタ  4･6 年  三芳町総合体育館アリーナ 

    

★次回運営委員会は        6666 月月月月 11111111 日日日日((((土土土土) ) ) ) 水野公民館水野公民館水野公民館水野公民館    19191919 時時時時～～～～    予定。    

《《《《サッカーサッカーサッカーサッカー協会少年部協会少年部協会少年部協会少年部からのからのからのからの連絡連絡連絡連絡》》》》    
◆狭山市トレセン追加選考会  6/18(土)  9:00～12:00  下奥富グランド 

    6/25(土) 14:00～16:00  新柏原グランド 

 

 ◆狭山市主催の大会で使用するユニフォーム 

  4 年生以上の大会では、正副とも背番号･胸番号･チーム名(エンブレム可)の入ったユニフォームを 

  着用する、正副の番号違いは可に決まりました。 

正のユニフォームは、白黒白を使用します。副のユニフォームは、各学年に連絡します。 

 

《《《《指導部会指導部会指導部会指導部会からのからのからのからの連絡連絡連絡連絡》》》》    
 ◆3 年以下の練習場所が変わります。 第第第第 3333････5555 日曜日日曜日日曜日日曜日    ⇒⇒⇒⇒    南小学校南小学校南小学校南小学校 

  ＊練習場所の間違いがないように、体験入団者へのご連絡をよろしくお願いします。 

 

《《《《父母会父母会父母会父母会からのからのからのからの連絡連絡連絡連絡》》》》    
◆6/19(日)チャレンジまつりについて 

・バザーを行いますので寄贈にご協力お願いします。 

バザーバザーバザーバザー品回収日品回収日品回収日品回収日    ⇒⇒⇒⇒    6/4(6/4(6/4(6/4(土土土土))))・・・・11(11(11(11(土土土土))))        各各各各家庭家庭家庭家庭 3333 品以上品以上品以上品以上    

・当日お手伝いいただける保護者を募集します。たくさんのご協力をお願いします！ 

  

◆資源回収について 

  ・今月はありません。次回は 7 月予定です。 

         ・アルミ缶は中身をすすぎ、缶をつぶした状態で出してください。 

  

今月の予定 

行事･試合予定 

運営委員会報告 

古着･古本･ぬいぐるみ･食べ物･･･× 

サッカー用品(中古品含む)･･･○ 

日用品･玩具･手作り品･･･新品のみ○ 



✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰試試試試    合合合合    結結結結    果果果果✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰ 

6 年生 
    

藤久保イエロー交流試合藤久保イエロー交流試合藤久保イエロー交流試合藤久保イエロー交流試合    
4 月 23 日(土) 三芳町運動公園 

①vs 北野 SC ０－０引 

②vs エスプリ長岡 A ０－２負 

③vs 川越ひまわり １－２負 

④vs すみれ FC １－１引 

    

狭山市少年サッカー春季リーグ戦狭山市少年サッカー春季リーグ戦狭山市少年サッカー春季リーグ戦狭山市少年サッカー春季リーグ戦        3333日目日目日目日目    
4 月 24 日(日) 新柏原グランド 

①vs グリーン ２－０勝 

②vs アゼィリア ０－２負 

 

狭山市少年サッカー春季リーグ戦狭山市少年サッカー春季リーグ戦狭山市少年サッカー春季リーグ戦狭山市少年サッカー春季リーグ戦        4444日目日目日目日目    
4 月 29 日(金) 新柏原グランド 

①vs ジャガーズ ２－０勝 

②vs キッカーズ ０－３負 

 

サファイアカップサファイアカップサファイアカップサファイアカップ    
5 月 1 日(日) 藤沢東小学校 

①vs 高倉イレブン ４－０勝 

②vs 飯能ブルーダー １－０勝 
 

≪決勝≫ 

vs 影森 ０－１負 

☆☆☆☆準優勝準優勝準優勝準優勝おめでとうおめでとうおめでとうおめでとう！！！！    
 

新海チャレンジカップ新海チャレンジカップ新海チャレンジカップ新海チャレンジカップ    
5 月 21 日(土) 新柏原グランド 

①vs コリオーラ １－１引 

②vs 嵐山町サッカー １－０勝 

～ブロック 1 位通過～ 

 

≪準決勝≫ 

vs はむら少年 １－３負 

 

≪３位決定戦≫ 

vs 西武ウィングス ０－１負 

    

代 表 
埼玉県第埼玉県第埼玉県第埼玉県第 4444 種リーグ戦種リーグ戦種リーグ戦種リーグ戦        第第第第 3333 節節節節    
5 月 8 日（日） 富士見市第 2 運動公園 

①vs にっさい FC  ０－４負 

②vs NFC ０－３負 

5 年生 
狭山市春季大会狭山市春季大会狭山市春季大会狭山市春季大会        1111 日目日目日目日目    
4 月 30 日(土) 新柏原グランド 

①vs アゼィリア ０－３負 

②vs レアル狭山 A ０－８負 
 

狭山市春季大会狭山市春季大会狭山市春季大会狭山市春季大会        2222 日目日目日目日目    
5 月 1 日(日) 新柏原グランド 

①vs 富士見 FC １－１引 

②vs レアル狭山 B １－２負 

③vs アスルアーザ １－１引 

1 年生 
練習試合練習試合練習試合練習試合    
4 月 30 日(土) 根岸グランド 

①vs アゼィリア ０－９負 

②vs ヤンガース ０－１２負 

③vs アゼィリア １－５負 

④vs ヤンガース ０－７負 

 

♪♪♪♪♪♪♪♪新新新新しいしいしいしい仲間仲間仲間仲間がががが入団入団入団入団しましたしましたしましたしました♪♪♪♪♪♪♪♪    
    

栗原 心美（くりはら ここみ）ちゃん   

※5 月号でご紹介した平良海惺くんの名前に間違いがありました。正しくは 比良比良比良比良海惺海惺海惺海惺くんくんくんくん です。 

大変申し訳ございませんでした。 

4 年生 
練習試合練習試合練習試合練習試合    
4 月 29 日(金) 入曽グランド 

①vs 高倉イレブン １－８負 

②vs 西富 ２－２引 

③vs 飯能ジュニア ０－８負 

 

練習試合練習試合練習試合練習試合    
5 月 21 日(土) 入曽グランド 

①vs 美原 SC ２－０勝 

②vs 若松キッカーズ １－４負 

③vs 金子 FC １－６負 


