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・７/1 (土)２(日)*９予           狭山市ジュニア大会  ３・１年     根岸グランド(本部)            

・７/２(日)                            四種リーグ６節    代表       北野小学校 

・7/１６(日)1７(月)*22 予             大井招待試合     6 年（５年）   荒川運動場  

・７/2９(土)３０(日)           水富カップ      ６年（５年）   新柏原・多目的グランド 

 

 ★次回運営委員会は  ７月８日(土) 水野公民館 19 時～ 予定。 

 

《サッカー協会少年部からの連絡事項》 
◇ 新柏原グランド草刈り       ６月２４日(土) 16 時～ ３名以上 

   ◇ 下奥富グランド草刈り       ７月８日（土）  16 時～ ３名以上 

  ◇ 入曽グランド草刈り        ６月２４日㈯９時～、２５日㈰９時～   

◇ 西部地区育成大会         ８/19 ,20,26, *27 予備 

◇  代表者会議            ７月 17 日 

  ◇  西部地区指導研究会        ７月 17 日 

 

《指導部会からの連絡事項》 
◇ 南小練習日 7/16(日) 7/30(日)      

◇ ７月も田代コーチによる平日練習が毎週金曜日 

（16;00～1８:00）入曽グランドで行われます 

各自行き帰りは十分注意して参加しましょう。                           

◇ トレセンセレクション数名チャレンジします。 

 

《父母会からの連絡》           

◇ 横断幕はコーチ、団員、父母が協力してつけ外

しをします。フックを付けていただきました 

◇ 資源回収物を前置きする場合、段ボールを必ず縛って下さい。 
◇ 古いチラシの張替回収作業を行います。リストにそって作業を分担して行いましょう 

◇ 南小に物置を設置出来る許可がおりました。ミニゴール、ブラシ等を保管します 

入曽ｸﾞﾗ ﾝ ﾄ ﾞ 南小

1 土 ・狭山市ジュニア大会（３,１,年）本部  午後1時～5時 ６年・５年・４年 田口/6年 ー

2 日 ・四種リーグ第６節代表・狭山市ジュニア大会（３年１年） 休みです ー ー ー

8 土  午後２時～5時 全学年 上村/２年 ー

9 日 ・（狭山ジュニア大会(３,１年)予備）  午後1時～5時 全学年 深田/6年 ー

15 土  午後1時～5時 全学年 須田/４年 ー

16 日 ・大井招待試合　6,5年  午後1時～４時 ４年以下(南小） ー 押野/２年

17 月 ・大井招待試合　6,5年  午後1時～5時 ４年以下 寺師/３年 ー

22 土 ・（大井招待試合　6,5年予備）  午後1時～5時 全学年 川俣/５年 ー

23 日  午後1時～5時 全学年 藤根/６年 ー

29 土 ・水富カップ　６,５年  午後1時～5時 ４年以下 栗原優/３年 ー

30 日 ・水富カップ　６,５年  午後1時～４時 ４年以下(南小） ー 佐藤颯/2年

8/5 土 ・合宿(６５４年）  午後1時～5時 ３年以下 桜井/２年 ー

日 曜日 試　合・行　事 練　習
グランド当番

今月の予定 

行事･試合予定 

運営委員会報告 

🍙おにぎりについて🍙 

学年でそれぞれバラバラだった決まりを統一いたします。 

・ 手で食べられるお米であればＯＫです。 

・ 海苔巻き、おいなりもＯＫ、包装、パックを子供が自分で持ち帰りが出来るものに 

限ります。 

・ 夏の防腐に注意して保冷材などで対応してください。 

・ 水筒の中身はスポーツドリンク、水、お茶に限ります。その他紅茶等はＮG です。 

・ ペットボトルやつぶせる容器のスポーツドリンクもＯＫです。 

容器に記名してください。 

・ ウィダーインゼリーはＮＧです。 

・ 軽食、バナナ等はコーチの指示があった場合みんなで同じものを購入します。 

(保護者のお弁当作りの負担を減らし、団員の平等と安全の確保のため「おにぎり」と 取り

決めています。) 

 

 



✰✰✰試 合 結 果✰✰✰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

★今月の資源回収日は７月８日㈯です 14時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≫ 

 

６,５年生 
新海チャレンジカップ 
５月２７日(土) 新柏原グランド 

①vs 美原サッカー       １－１引 

②vs 坂戸ＦＣ         １－０勝 

③vs 藤久保イエロー      ０－４負 

④vs 川越ひまわり      １－１ＰＫ負 

練習試合（レアル狭山、狭山台グリーン） 
５月２８日(日) 新柏原グランド 

①vs レアル狭山 JrＢ      0－2 負 

②vs 狭山台グリーン       ０－４負 

③vs レアル狭山 JrB      １－１引 

 

 ５,４,３年生 
狭山台グリーンカップ杯第２回プレミアムカップ５年生大会 

６月３日(土) 新柏原グランド 
①vs 藤久保イエロー     ０－９負

②vs 柳瀬レッドローズ     ０－0 引

③vs 狭山台グリーン      ０－４負           

④vs 富士見 FC        ３－０勝 

練習試合(高倉イレブン、所沢SC) 

６月４日（日) 入曽グランド 
①vs 所沢 SC ０－０引 

②vs 高倉イレブン      １－４負 

③vs 所沢 SC ０－０引 

④vs 高倉イレブン      １－０勝 

富士見カップ 
６月１７日（土) 新柏原グランド 

①vs 飯能ジュニア SSS ２－１勝 

②vs 川越パンサーSS     ０－０引 

③vs 加治フォルテス １－２負 

A ブロック準優勝！おめでとう！！ 

代 表 
埼玉県第 4 種リーグ戦（西部地区） 

B ブロック 第４節 
６月１１日(日) 入曽グランド               

①vs 加治フォルテス         ２－2 引 

②ＴＭ vs 狭山台キッカーズ     0－２負 

 
 

  

♪♪新しい仲間が入団しました♪♪ 
 

桜井 春瑠（さくらいはる）さん   年長 新所沢幼稚園 

 

大信田 光（おおしだひかる）さん  １年 山王小 

 

４,３年生 
練習試合（アスルアーザ合同、狭山台グリーン） 
５月２７日(土) 入曽グランド 

①２FCvs 狭山台グリーン   ２－２引 

②２FCvs 狭山台グリーン   ０－１２負 

③２FCvs 狭山台グリーン   ０－３負 

練習試合（２FC） 
６月１０日(金) 元気プラザ 

①２FCvs 狭山台グリーン    ０－０引 

②２FCvs 富士見 FC      ０－２負 

③２FCvs 狭山台グリーン    １－３負 

④２FCvs 富士見 FC      ３－２勝 

第７７回武蔵野ジュニア大会（２FC） 
６月１１日(金) 巾着田グランド 

①２FCvs 鶴ヶ島        ０－８負 

②２FCvs 武蔵台フェニックス  ０－２負 

 

２,１年生 
練習試合（アスルアーザ合同、狭山台グリーン） 
５月２７日(土) 入曽グランド 

①２FCvs 狭山台グリーン   ０－９負 

②２FCvs 狭山台グリーン   ２－５負 

③２FCvs 狭山台グリーン   ０－１負 

第７７回武蔵野ジュニア大会（２FC） 
６月１１日(金) 鶴ヶ島市立藤小学校 

①２FCvs 小手指サッカー   ０－０引 

②２FCvs 勝瀬ふじみ野   ０－１０負 

③２FCvs 川越ヤンガーズ   １－２負 

U-８リーグ 
６月１７日(金) 根岸グランド 

①vs 狭山台グリーン      ０－２負 

②vs 狭山台イレブン       １－０勝 

③vs 富士見 FC          ０－２負 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                             


