
1111 月号月号月号月号    
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平成平成平成平成 22229999 年年年年 1111 月月月月 1111 日日日日    

    
    

日日日日 曜日曜日曜日曜日

7 土  午前10時～ 9時～ 新年参拝(6･5･4年)､　10時～ 蹴り初め 棚橋 5年

8 日  お休みです。 (*新人戦一次予備日/5年以下代表)

9 月  午後1時～4時30分　　 塩川 6年

14 土  午後2時～4時30分 (トレセン/女子) 亀山 6年

 午後1時～4時30分　　 深田 5年

 ※3年以下は 南小南小南小南小 です。

21 土  午後1時～4時30分　　
(大東･武州ガス招待試合/6年)(新人戦二次/5年以下代表)
(狭山市U8リーグ戦/2年) 財津 4年

22 日  午後1時～4時30分　　 栗原 5年

28 土  午後1時～4時30分　　(大東･武州ガス招待試合/6年)(新人戦二次/5年以下代表) 佐藤 3年

 午後1時～4時30分　　(スポ少マラソン大会/6･5･4年)(*新人戦二次予備日/5年以下代表) 田嶋 6年

 ※3年以下は 南小南小南小南小 です。

2/4 土  午後1時～5時　　 (狭山市選抜大会/トレセン)(四市大会/5年) 樋口 6年

29 日

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

ｰ

ｰ

ｰ

15 日

☆今月はすべて入曽グランドでの練習となります。（※印を除く） 

 

 

 
  ・1/7(土)  蹴り初め    全学年  入曽グランド 

  ・1/8(日)   埼玉県 4 種新人戦一次予選 予備日 5 年以下代表  

  ・1/21(土)･28(土)  埼玉県 4 種新人戦二次予選  5 年以下代表  
   *1/29(日)予備 

  ・1/21(土)  狭山市 U8 リーグ戦 後期 (本部) 2 年(3FC で参加) 根岸グランド 

  ・1/21(土)･28(土)  大東･武州ガス招待試合  6 年  荒川運動場 

  ・1/29(日)  狭山市スポーツ少年団マラソン大会 6･5･4 年  稲荷山公園 

  ・2/4(土)･5(日)  狭山市選抜大会   6 年トレセン  

  ・2/4(土)･11(土) 四市大会    5 年   
   *2/12(日)予備 

 

★次回運営委員会は        1111 月月月月 21212121 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》》》》    
   ◆新人戦二次予選代表者会議 1/15(日) 川越やまぶき会館 

   ◆四市大会代表者会議  1/21(土) 飯能市民会館(18:00～) 

   ◆スポ少指導者養成講座 1/21(土) 東武サロン 3 名以上 
 

《《《《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》》》》    
   ◆根岸グランドの使用方法について。 

    12～3 月は 9 時からは使えないとのことでしたが､今まで通り使用可能になりました。 
 

《《《《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》》》》    
   ◆今月の資源回収はありません。次回は 2 月予定です。 
 

《《《《そのそのそのその他他他他》》》》 

   ◆今月の練習時間は、13 時～16 時 30 分になります。     

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✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        【【【【蹴蹴蹴蹴りりりり初初初初めのおめのおめのおめのお知知知知らせらせらせらせ】】】】 1111 月月月月 7777 日日日日((((土土土土)10)10)10)10 時時時時～～～～    入曽入曽入曽入曽グランドグランドグランドグランド 

 蹴り初め式 → 通常練習 → お昼(ハヤシライスが出ます) → バザー → 学年により練習 

 ≪持ち物≫  

  ◎団員：通常練習の用意、タッパーにいれたご飯(食べきれる分)、スプーン 

  ◎父母(兄弟)：タッパーに入れたご飯(食べきれる分)、スプーン 

  ◎各学年：各学年用の温かい飲み物 

 ※当日の駐車はご遠慮下さい。遠方の方や荷物が多い方は各学年役員さんまでご相談下さい。 

 

4 年生 
 

坂戸カップ坂戸カップ坂戸カップ坂戸カップ    
12 月 17 日(土) 坂戸総合運動公園多目的第一グランド 

 

①vs 坂戸 １－３負 

②vs イーグルファイター ０－６負 

③vs 川越バッハロー ３－６負 

 

3 年生 
 

狭山市スポーツ少年団サッカー大会狭山市スポーツ少年団サッカー大会狭山市スポーツ少年団サッカー大会狭山市スポーツ少年団サッカー大会    1111日目日目日目日目    
12 月 3 日(土) 根岸グランド 

 

①vs ジャガーズ ０－１負 

②vs キッカーズ M ０－８負 

③vs レアル A ０－１２負 

 

 

狭山市スポーツ少年団サッカー大会狭山市スポーツ少年団サッカー大会狭山市スポーツ少年団サッカー大会狭山市スポーツ少年団サッカー大会    2222日目日目日目日目    
12 月 4 日(日) 根岸グランド 

 

①vs 富士見 FC ０－２負 

②vs 柏原ジャガーズ ０－３負 

③vs 狭山台グリーン １－４負 

 

1 年生 
 

狭山市スポーツ少年団サッカー大会狭山市スポーツ少年団サッカー大会狭山市スポーツ少年団サッカー大会狭山市スポーツ少年団サッカー大会    1111日目日目日目日目            狭山市スポーツ少年団サッカー大会狭山市スポーツ少年団サッカー大会狭山市スポーツ少年団サッカー大会狭山市スポーツ少年団サッカー大会    2222日目日目日目日目    
12 月 3 日(土) 根岸グランド      12 月 4 日(日) 根岸グランド 

 

①vs グリーン A ０－７負    ①vs イレブン   ５－１勝 

②vs アゼイリア ０－４負    ②vs レアル狭山  １－５負 

③vs グリーン B ２－４負 

 

２年生 
 

狭山狭山狭山狭山市市市市UUUU----8888リーグリーグリーグリーグ戦少年サッカー大会戦少年サッカー大会戦少年サッカー大会戦少年サッカー大会    
11 月 26 日(土) 根岸グランド 

 

①vs 狭山台イレブン ０－１０負 

②vs 狭山台グリーン １－４負 

 

 

 

狭山市スポーツ少年団サッカー大会狭山市スポーツ少年団サッカー大会狭山市スポーツ少年団サッカー大会狭山市スポーツ少年団サッカー大会    
12 月 11 日(日) 根岸グランド 

 

①vs ジャガーズ １－７負 

②vs レアル B ３－１勝 

③vs イレブンホワイト ０－２負 

 

5 年生 
 

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    
11 月 27 日(日) 藤沢東小学校 

 

①vs 高倉イレブン ０－２負 

②vs 飯能ブルーダー １－３負 

③vs 狭山台イレブン ０－１負 

 


