
3333 月号月号月号月号    

ＣＳＣＣＳＣＣＳＣＣＳＣ                        だよりだよりだよりだより    
    

平成平成平成平成 22229999 年年年年 3333 月月月月 1111 日日日日    

    
    

日日日日 曜日曜日曜日曜日

4 土  南松本来狭(5･4･3年)
(柳瀬記念招待試合/6年)(狭山市U8リーグ戦/2･1年)
(*卒業大会予備日/6年)

5 日  お休みです。 (けやきカップ/6年)(たましんカップ/5･4年)

11 土  午後2時～5時 北川 6年

12 日  午後1時～5時　　　　 (たましんカップ/5･4年)(お茶カップ/5･4年) 正木 6年

18 土  午後1時～5時　　　　
(入間野中練習試合/6年)(中沼杯/5･4年)
(*お茶カップ予備日/5･4年) 須田 3年

 午後1時～5時　　　　 (川越ライオンズ招待試合/6年)(中沼杯/5･4年)

 ※3年以下は 南小南小南小南小 です。 (たましんカップ/5･4年)

20 月  午後1時～5時　　　　 (山口サントス卒業記念大会/6年) 川俣 4年

25 土  卒団･進級式 齋藤 4年

26 日  午後1時～5時 栗原 5年

4/1 土  午後1時～5時 大竹 4年

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

練習時間練習時間練習時間練習時間

19 日 ｰ

ｰ

☆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） 

 

   ・3/4(土)  南松本来狭    5･4･3 年対応     入曽グランド 
    ⇒ 招待チーム ： コリオーラ 6 年 

    ・3/4(土)  柳瀬記念招待試合    6 年      柳瀬小 

    ・3/4(土)  卒業大会 予備日    6 年      新柏原グランド 

    ・3/4(土)  狭山市U-8 リーグ戦 後期   2･1 年(3FC で参加)    根岸グランド 

    ・3/5(日)  けやきカップ    6年      東金子小 

    ・3/5(日)･12(日)･19(日) たましんカップ    5･4 年      舘小 

    ・3/12(日) *18(土)予 お茶カップ(一日開催)    5･4 年      新柏原グランド 

    ・3/18(土)  入間野中練習試合    6 年      入間野中 

    ・3/18(土)･19(日) 狭山台イレブン中沼杯   5･4 年      新柏原グランド 

    ・3/19(月)  川越ライオンズ招待試合   6 年       

    ・3/20(月)  山口サントス卒業記念大会   6 年      巾着田グランド 

    ・3/25(土)  卒団･進級式    全学年     入曽グランド 

★次回運営委員会は        3333 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》》》》    
 ◆事故防止   ゴールが倒れて、小学生が亡くなる事故がありました。再度、ゴールにぶら下がらないな 

   どの注意をお願いします。また、対策として、今後、ゴール後に杭を打つことになります。 

  ◆本部当番   4 月から狭山市の大会の本部当番が回ってきます。(富士見､グリーン､チャレンジで持ち回り) 
 

《《《《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》》》》    
   ◆来年度予定   4/15(土)*16(日)予備 U-10 開会式   5/21(日) スポ少運動会 

 5/27(土)*28(日)予備 チャレンジカップ  8/5(土)～7(月) 合宿 

 ◆定期総会   4/15(土) 18:00～ 運営委員会、19:00～ 定期総会 @水野公民館 
 

《《《《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》》》》    
 ◆役員引き継ぎ 3/11(土) 14:30～ @入曽グランド 

 ◆謝恩会   3/19(日) 18:00～ @9 区自治会館  ご参加よろしくお願いします♪ 

     ◆コンテナ掃除 3/26(日) 13:30～ @入曽グランド  持ち物：エプロン､マスク､雑巾､軍手 
    物の置き場所などを知る機会でもあるので、お時間ありましたら是非ご参加ください。 

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 3333 月月月月    11111111 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≫ 

    
 
 1/29(日)に行われた狭山市スポーツ少年団マラソン 

 大会において、下記団員が表彰されました。 

 

 ◎6 年生男子の部･･･10 位 遠山大貴くん 

 ◎5 年生女子の部･･･  2 位 田口彩葉さん 

      5 位 栗原理緒さん 

5 年生 
 

四市少年四市少年四市少年四市少年サッカー大会サッカー大会サッカー大会サッカー大会    
2 月 4 日(土) 飯能市立飯能第一小学校 

 

①vs プレジール入間 ０－７負 

②vs 飯能ジュニア １－０勝 

 

 

練習試合練習試合練習試合練習試合    
2 月 18 日(土) 入曽グランド 

 

①vs 藤沢東 SSS 1－1 引 

②vs 藤沢東 SSS 2－2 引 

③vs 藤沢東 SSS 0－2 負 

6 年生 
 

大東･武州ガス大東･武州ガス大東･武州ガス大東･武州ガス杯争奪杯争奪杯争奪杯争奪    

                東入間少年サッカー大会東入間少年サッカー大会東入間少年サッカー大会東入間少年サッカー大会    2222 日目日目日目日目    
1 月 28 日(土) ふじみ野市荒川運動公園 

 

①vs 陣屋キッカーズ ０－1 負 

②vs サイタマジュニア ０－1 負 

③vs 上福岡サンダース ４－２勝 

 

練習試合練習試合練習試合練習試合    
2 月 18 日(土) 入曽グランド 

 

①vs 富士見 FC 0－0 引 

②vs 藤沢東 SSS 4－2 勝 

③vs 藤沢東 SSS 1－1 引 

 

練習試合練習試合練習試合練習試合    
2 月 19 日(日) 仏子小学校 

 

①vs 仏子ブラックス 3－2 勝 

②vs 仏子ブラックス 3－3 引 

③vs 仏子ブラックス 5－2 勝 

4 年生 
 

練習試合練習試合練習試合練習試合    
1 月 28 日(土) 美杉台グランド 

 

①vs NMFC ０－０引 

②vs 仏子ブラックス １－０勝 

③vs NMFC ０－１負 

④vs 仏子ブラックス １－１引 

⑤vs NMFC ０－４負 

⑥vs 仏子ブラックス ３－１勝 

3 年生 
 

笹井ミニサッカー笹井ミニサッカー笹井ミニサッカー笹井ミニサッカー    UUUU----9999 大会大会大会大会        1111 日目日目日目日目    
2 月 18 日(土) 笹井グランド 

 

①vsFC 鶴ヶ島 3－9 負 

②vs 鶴ヶ島栄 0－15 負 

③vs 水富･キッカーズ 0－13 負 

④vs 西武ウイングス 1－6 負 

 

 

笹井ミニサッカー笹井ミニサッカー笹井ミニサッカー笹井ミニサッカー    UUUU----9999 大会大会大会大会        ２日目２日目２日目２日目    
2 月 19 日(日) 笹井グランド 

 

①vs 飯能ジュニア ０－８負 

②vs 川越ひまわり ７－２勝 

③vs 富士見 FC ２－７負 

④vs はむら少年 ０－８負 

おめでとう！！ 【【【【卒団卒団卒団卒団・・・・進級式進級式進級式進級式のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ】】】】    

3/25(3/25(3/25(3/25(土土土土)  )  )  )      入曽入曽入曽入曽グランドグランドグランドグランド    
      (*学年により集合時間が異なります。) 

     9:00～  6 年壮行試合 

    12:00～ お昼 

    13:00～ 進級式 → 卒団式 

    ＊3 年以下は 13:0013:0013:0013:00 からからからからになります。 

 


