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日日日日 曜日曜日曜日曜日

2 土  午後1時～5時　　　　(狭山市ジュニア大会/3年) 栗原 5年

3 日  お休みです　　     　　(狭山市ジュニア大会/3年)

9 土  午後2時～5時　　　　(トレセン/女子) 深田 5年

10 日  午後1時～5時　　　　(狭山市ジュニア大会/2年)(*狭山市ジュニア大会予備日/3年) 緒方 5年

16 土  午後1時～5時　　　　(たなばた杯/女子トレセン) 阿久津 4年

 午後1時～5時　　　　(大井SC招待試合/5年) 西山 6年

 3年以下は南小

18 月  午後1時～5時　　　　(大井SC招待試合/5年) 正木 6年

23 土  午後1時～5時　　　　(*大井SC招待試合予備日/5年) 大竹 4年

24 日  午後1時～5時 財津 4年

30 土  午後1時～5時　　　　(合宿/4･5･6年) 須田 3年

31 日  3年以下は南小　　　  (合宿/4･5･6年)

8/6 土  午後1時～5時 田口 5年

ｰ

17 日
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

ｰ

 

 

 
  ・7/2(土)､3(日) *7/10(日)予備 狭山市ジュニア大会    3 年 根岸グランド(8 時グランド準備 2 名以上) 

  ・6/25 (土)､7/10(日)  狭山市ジュニア大会    2 年 根岸グランド(8 時グランド準備 2 名以上) 

  ・7/16(土)､17(日) *7/18(月)予備 たなばた杯  女子トレセン 多目的グランド 

  ・7/17(日)､18(月) *7/23(土)予備 大井 SC 招待試合    5 年 荒川運動公園 

  ・7/30(土)～8/1(月)  合宿    4･5･6 年 静岡県須走 

    

★次回運営委員会は        7777 月月月月 9999 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》》》》    
 ◆草刈り  7/18(月) 16:00～ 2 名以上 新柏原グランド 

 ◆D 級講習会  9/25(日)､10/2(日) 15,000 円 

  午前:講義 智光山   午後:実践 下奥富グランド 

 ◆指導者講習会 7/9(土) 9:00～16:00(8:30 受付) 尚美学園大学川越キャンパスサッカー場 

  C 級指導者 リフレッシュポイント(10～20) 

  午前:講義  午後:指導実践の予定 1,500 円(昼食代含む) 

 ◆西部育成大会代表者会議 

  7/16(土) 受付:17:30～ 抽選会:19:30 川越市やまぶき会館中ホール 

  育成大会 5 年･･･8/20(土)､21(日)､27(土) *8/28(日)予備 

  西部地区指導者研修会 18:15～19:15(17:30 受付) 

 ◆U8 リーグ戦 8/6(土) 根岸グランド 2 年 6 チーム総あたり 

 ◆朝日新聞オータムカップ  8/6(土)､7(日) 

 

《《《《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》》》》    
   ◆8/28(日) 西部地区トレセン交流会 坂戸市多目的グランド 

 

《《《《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》》》》    
            ◆合宿説明会(4･5･6 年) 7/10(日) 14:00～ 入曽グランドにて ＊合宿のお知らせをお持ち下さい。    

 

今月の予定 

行事･試合予定 

運営委員会報告 



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

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
★今月の資源回収は 7777 月月月月 9999 日日日日((((土土土土))))    です。14141414 時時時時までまでまでまで    に持ち込みお願いします。 

           ≪古新聞・古雑誌・古布・段ボール・牛乳パック・アルミ缶等≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

6 年生 
    

練習試合練習試合練習試合練習試合    
5 月 28 日(土) 入曽グランド 

 ①vs 富士見 FC ２－０勝 

②vs レアル狭山 FC １－２負 

③vs 富士見 FC ０－３負 

④vs レアル狭山 FC ０－０引 

    

    
    

5 年生 
 狭山台グリーン杯狭山台グリーン杯狭山台グリーン杯狭山台グリーン杯                    富士見カップ富士見カップ富士見カップ富士見カップ    
 6 月 5 日(日) 新柏原グランド     6 月 18 日(土) 新柏原グランド 

 ①vs 西富 SC ０－６負  ①vs 羽村富士見 ０－１負 

 ②vs わかみやｻｯｶｰ少年団 ２－３負  ②vs 山口サントス １－０勝 

 ③vs 狭山台キッカーズ ０－５負  ③vs 川越パンサー ２－０勝 

 ④vs 富士見 FC ４－２勝 

    ☆☆☆☆ＡＡＡＡブロックブロックブロックブロック第第第第 3333 位位位位おめでとうおめでとうおめでとうおめでとう！！！！    
～PK 合戦(トーナメント)～ 

   vs 川越バッハロー ４－５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 4444 節節節節    
5 月 29 日（日） 霞ヶ関東グランド 

①vs 鶴ヶ島 BW ６－０勝 

②vs１ＦＣ川越水上公園 ０－７負 

 

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 5555 節節節節    
6 月 12 日（日） 新柏原グランド 

①vs 吉見Ｔフレッサ ２－０勝 

②vs 山口サントス １－３負 

 

 

 

 

 

 

 

 

 チャレンジサッカークラブは、狭山市サッカー協会 15 周年の式典で、狭山市で一番歴史のあ 

 るサッカー少年団として、その活動を表彰され感謝状をいただきました。 

 チャレンジサッカーは、1974 年(昭和 49 年)チャレンジと同じ白黒白のユニフォームの西ド 

 イツが優勝したワールドカップの年に、武蔵野の雑木林を切り開いて入曽グランドを作ってい 

 ただいてから、多くの団員と父母と指導者に支えられて、今年で 42 年を迎えました。 

 これからも、入曽グランドを大切にして、チャレンジサッカーを盛り上げて行きましょう、 

 よろしくお願いします。 

        団長 

チ ャ レ ン ジ も の が た り  


