思い出のページ
■9/23（日） 世田谷で活躍する「北沢キッカーズ様」のご招待により”三鷹五小さん”と交流戦！！

■世田谷で活躍する「松原SCさんのご招待によるU７カップ大会」

■トヨニUSC/北貝取SC合同招待大会 ２年生大会 優勝のお知らせ！！

松原SC様はじめて参加対戦して頂いた関係者はじめ対戦して頂いたお子さんありがとうございます。
北沢キッカーズはじめて三鷹五小の関係者はじめ対戦して頂いたお子さんありがとうございます。

平成３１年2月２４日

デビュー戦で多くの経験をすることができました！・・・これからのみんなで仲間を大切にサッカーを楽しみましょうね！！・・・応援してくれ
た保護者に感謝申し上げます。

会場：旧多摩市立北貝取小学校グランド

・・・みんなで素晴らしいプレーを見せてくれました。関係者皆様応援ありがとうございます！！

工事中！！

「随時募集中！！」
■（火）

大島幼稚園グランドサッカースクール…キッズ１４：００～１４：５０

■（火）

ママさん女子サッカースクール 〔相模原北公園１０：３０～１２：００〕

※必ずHP「新着情報～予定表更新PDF」をご参照ください！！

小学１～２年１６：００～１７：００

■（火）

■お問合せは…E:v-sagami@cream.plala.or.jp お問合せ係へお気軽に！！
大島幼稚園ホール キッズ脳トレダンス…１４：１０～１５：００

■（火・水・金）

■（火） JFA公認 日本ウォーキング連盟 理事長 桑田氏（VERDY OB）によるウォーキングサッカースクール（対象：サッカー未経験者）…北公園１０：３０～１２：００〔毎月HP予定 ■（土）
表をご参照ください〕

２０１９年度向け 新U-１３（現小学６年）「練習参加生・セレクション募集！！」…参加日程が合わない方はお気軽にお問い合わせください。

親子サッカー 〔相模原北公園１７：３０～１９：００〕

■ジュニアスクール（対象：小学１～２年生）交流戦のご報告！！
11/4（日）は世田谷区で活動する「松原SC様」から「世田谷イーストカップU７大会」のお誘いを頂き、お子さんたちのデビュー戦になりました。
★海外トライアル（GK：横倉嗣竜君）のお知らせ！！
６月にドイツリーグのベルリンへ渡独。すでに正ポジションを獲得して契約更新されましたのでお知らせいたします！…ブンデスリーグでは１～６部リーグまであり１～３部リーグ選手は全員プロ契約選手。４～６部リーグはアマチュアですが”アマチュア契約”においても「報酬＆試合給」が保証されます。もちろんそのアマチュア契約選手になるにはそれに伴う”高い能力”が
なければなりません。所属チームは現在ベルリンリーグ上位…頑張ってください！！
★12/19 某名門高校2年生の選手の依頼により来年4月に向けてドイツブン
デスリーグトライアルの準備をしています。
（下）2018/11 GK：横倉嗣竜君（青）…ドイツリーグ”Ｂerlin Liga”ＢＳＣにて正ポジション獲得、アマチュア契約選手
として活躍中！

懐かしい2012/7ユースドイツ遠征…

宿泊ホテル
この海外遠征後に名門大学などへ進
路、中心選手として多くが活躍した！

ドイツ人は大きい。チームに１９０ｃｍ
以上が最低3名ほどがいる。こう云っ
た体格でテクニックに優れている選手
がブンデスのプロ選手が多い。ただ香
川選手のような小柄なテクニシャンは
ドイツでは人気者となる。…ちなみに
香川選手が渡独時、初テレビ出演し
たときの通訳（ドイツ45年在住・ドイツ
協会公認代理人）が横倉君の面倒を
現地で見ている。
（左）シーズン前の1部リーグ・ボルシ
アMGのTM
（中央）日本のJユースチームレベル
でこの遠征で最強であったがドリブル
＆ワンツー突破で２－２分け…終了後
には会場応援者から日本のどこのプ
ロチームのユースだ？？…とドイツ人
のサッカーを観る目はクロウト目で
ビックリした。

☆TR１８：３０～２１：００
28

木

※U１５＆U１４は自由参加！！

☆ジュニアスクール
１７：３０～１８：５０

２０１９年３月予定表
日

曜

ユースU１８

U１５

☆ＴＲ１+E159:J163
1

金

2

土

3

日

4

月

5

火

6

水

7

木

8

金

9

土

10

日

11

月

12

火

13

水

14

木

15

金

16

土

17

日

18

月

19

火

20

水

21

木

22

金

23

土

24

日

25

月

U１４

U１３

☆U１３＝１８：００～２０：００
☆U１４＝１８：００～２０：３０（合同FIGを19:00迄）
（U１２S含む）
☆U１４～U１８TR
②１７：３０～１９：３０

２０１９０３１９
相模原SS＆一般
【KG】
☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

大島・津久井が丘
島幼稚園G】

【大

①ママさんスクール
②ウォーキングサッカー

2019/2/24…■トヨニUSC/北貝取SC合同招待大会 ２年生大会 優勝おめでとうございます！！
平成３１年2月２４日

★U13Lvsロンドリーナ 上府中公園G
着替えて１１：００集合 １２：３０k/o
１３：４５～主審１

☆U１３＝１８：００～２０：００
☆U１４＝１８：００～２０：３０（合同FIGを19:00迄）
（U１２S含む）

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

１ ☆津久井が丘要幼稚園KD
１４：００～１４：５０

☆ＴＲ１８：３０～２０：３０

☆U１３＝１８：００～２０：００
☆U１４＝１８：００～２０：３０（合同FIGを19:00迄）
（U１２S含む）

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

１ ☆大島ＫＤ１４：００～１５：００
☆U８ジュニア １６：００～１７：００

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

１

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

１

※U１５＆U１４は自由参加！！

☆ＴＲ１８：３０～２０：３０

☆U１３＝１８：００～２０：００
☆U１４＝１８：００～２０：３０（合同FIGを19:00迄）
（U１２S含む）

〔新規〕未就園児親子ふれあいサッカー無料体
験会１０：００～１０：４５
①ママ女子
②ウォーキングサッカー １
０：３０～１２：００

☆U１４TSC大会〔U１３含む〕…2/26現在、 U１３L候補日
会場・時間未定にて調整中！【龍】

3/6本日・相手チームの都合により延
期となりました。日程決まり次第お知ら
せいたします。
☆U１７・U１５・１４TMｖｓ弥栄高校
着替えて８：００集合…９：００k/o

ライセンス講習会予備日【龍・野口】
■脳TRダンスフェステバル【サンエール岡本・野口：MCB
駅～サンエール送迎】

U13L候補日

☆U１３＝１８：００～２０：００
☆U１４＝１８：００～２０：３０（合同FIGを19:00迄）
（U１２S含む）

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

１ ☆津久井が丘要幼稚園KD
１４：００～１４：５０

☆ＴＲ１８：３０～２０：３０

☆U１３＝１８：００～２０：００
☆U１４＝１８：００～２０：３０（合同FIGを19:00迄）
（U１２S含む）

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

１ ☆大島ＫＤ１４：００～１５：００
☆U８ジュニア １６：００～１７：００

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

１

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

１ ★津久井が丘幼稚園
卒園式

※U１５＆U１４は自由参加！！

☆ＴＲ１８：３０～２０：３０

☆U１３＝１８：００～２０：００
☆U１４＝１８：００～２０：３０（合同FIGを19:00迄）
（U１２S含む）

〔新規〕３月の未就園児親子ふれあいサッカー無料体験
会…北公園グランド１０：００～１０：４５（お気軽にEメール
にてお問合せください！）
■3/27のV相模原ジュニア招待大会案内作業最終日！

ライセンス講習会＠橘高校１４：００－２１：００【龍・野口】

☆ＴＲ１８：３０～２０：３０

☆TR１８：３０～２１：００

〔新規〕未就園児親子ふれあいサッカー無料体 〔新規〕３月の未就園児親子ふれあいサッカー無料体験
験会１０：００～１０：４５
会…北公園グランド１０：００～１０：４５（お気軽にEメール
①ママ女子
②ウォーキングサッカー １ にてお問合せください！）
０：３０～１２：００

■津久井が丘卒園式
■都立高校一般（後期）合格発表日

★U１５リーグｖｓ綾瀬FC
★U１３リーグｖｓ足柄FC
＠藤が丘中学校
中井中央公園G 着替えて１０：３０集
１４：３０副審＆本部
合 １２：００k/o １３：１５本部１
着替えて１４：３０集合 １６：００k/o
☆TMｖｓ福生
会場：福生市英競技場 ８：１５集合 ９：３０k/o～１２：００

ジュニアユース・ユース歓送迎会

■賛助会日帰り旅行！！

★大島幼稚園卒園式

☆ＴＲ１８：３０～２０：３０

【河野】

☆U１３＝１８：００～２０：００
☆U１４＝１８：００～２０：３０（合同FIGを19:00迄）
（U１２Sも上手く入れること！）

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

☆ＴＲ１８：３０～２０：３０

【河野】

☆U１３＝１８：００～２０：００
☆U１４＝１８：００～２０：３０（合同FIGを19:00迄）
（U１２Sも上手く入れること！）

☆ジュニアスクール
１７：３０～１８：５０

１ ☆津久井が丘要幼稚園KD
１４：００～１４：５０

☆大島ＫＤ１４：００～１５：００
ジュニア
１６：００～１７：００

★リフレッシュ研修会…受付８：４５～９：１５～１７：００東海大学にて【土持】

☆ＴＲ１８：３０～２０：３０

【河野】

〔新規〕未就園児親子ふれあいサッカー無料体
験会１０：００～１０：４５
①ママ女子
②ウォーキングサッカー １０：３０～１２：００
☆U８

■新U１３ブラジル遠征
（ＥＫ３１９成田２２:００～ドバイ０５:００着…発ＥＫ２６１８：００～サンパウロ１６：１５着）
◎原田１７：３０～２０：３０
☆U１３＝１８：００～２０：００
☆U１４＝１８：００～２０：３０（合同FIGを19:00迄）
（U１２Sも上手く入れること！）

会場：旧多摩市立北貝取小学校グランド

・・・みんなで素晴らしいプレーを見せてくれました。関係者皆様応援ありがとうございます！！…

☆ＴＲ１８：３０～２０：３０

☆TR１８：３０～２１：００

備考

１

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

１

☆TM予定！…vs日本工学院マリノスBチーム
日本工学院G 着替えて１０：４０集合 １２：００k/o
３０分×３～４予定…3/7決定！
★ＴＭ…Ｕ－８（小学1～2年）ｖｓ大沢ＦＣ 第一試合＝８：３０～９：０５…第六試合＝１１：５０～１２：２５全6ゲーム

3月春休み

【お願い】 春休みに入りＵ－１３選手がブラジル遠征などにより各カテゴリースタッフが事務局不在のため事務所電話「留守電」となっておりますので、ご面倒をお掛け致しますがverdy.s.s@bz01.plala.or.jpへメールにてお問
い合わせください。大変ご面倒をお掛け致しますがよろしくお願いいたします。
26

火

27

水

28

木

29

金

30

土

31

日

☆TＲ…KG１５：００～１９：００
対象：ユース～Ｕ１５＆新入団ユース選手はご参加ください！！

☆フットワーク招待交流大会 寒川ふれあい公園G
（U１２S選手参加してください）

９：００～１３：００予定

全スクール親子対象…新規・未就園児親子ふれあいサッカー（無料）＆ウォー
キングサッカー無料体験会！！…変更１３：３０～１５：００

☆TＲ…KG１７：３０～２１：００変更
対象：ユース～Ｕ１５＆新入団ユース選手はご参加ください！！

☆フットワーク招待交流大会 寒川ふれあい公園G
（U１２S選手参加してください）

９：００～１３：００予定

■サッカーでお母さんとふれあいサッカー・・・対象＝北公園スクール＆大野台
スクールジュニア１～2年 １５：００～１７：３０

☆フットワーク招待交流大会 寒川ふれあい公園G
１３：００～１５：００
※新ユースメンバースタートTM初戦!!…

☆フットワーク招待交流大会 寒川ふれあい公園G
（U１２S選手参加してください）

９：００～１３：００予定

■ヴェルディSS相模原招待・ジュニア３～４年交流戦vsU10コスモ
北公園グランド１３：００～１７：００…

☆TＲ…KG１７：３０～２１：００変更
対象：ユース～Ｕ１５＆新入団ユース選手はご参加ください！！

■ヴェルディSS相模原招待・ジュニア５～６年交流戦vsＦＣ福生（現6年＆中学1
年）北公園グランド１３：００～１７：００…
※新中学1年生は全員参加でお願いいたします！！

２０１９年４月予定表
日

曜

1

月

2

火

3

水

4

木

ユースU１８

U１５

★TMｖｓ鵠沼高校 秋葉台グランド 集合８：００ ９：００k/o～３０分×６予定
※新入団ユース選手参加してください！

☆ＴＲ ①ＫＧ１５：００～１７：００
手参加してください！

U１４

U１３

相模原SS＆一般
【KG】

２０１９０３２９
大島・津久井が丘
島幼稚園G】

【大 ①ママさんスクール
ングサッカー

ＫＧ１５：００～１７：００

★TMvs帝京大学 １４：００集合
１５：００k/o～１７：００の間で４５分×２予定。
※新入団ユース選手参加してください！

備考

☆TＲorＴＭ…KG１４：００～１６：００
（新入団Ｕ１３選手＋Ｕ１２Ｓは参加してください）

※新入団ユース選 ☆TＲorＴＭ…KG１４：００～１６：００
（新入団Ｕ１３選手＋Ｕ１２Ｓは参加してください）

■ストレッチ＆コンデション調整方法指導【原田】
※新入団ユース選手参加してください！

②ウォーキ

〔新規〕４月の未就園児親子ふれあいサッカー
無料体験会…北公園グランド１０：００～１０：４
５（お気軽にEメールにてお問合せください！）

■ヴェルディSS相模原招待・ジュニア新５～新６年生大会（U１３チーム参加）ｖｓコスモ5年＆6年チーム
【4/2急遽変更修正】相手チームコスモス5～6年生とのＴＭは相手チームより体調不良等のため人数が集まらないので中
止させてくださいとのご連絡を頂きました。ただし予定を「相模原ＳＳ＆大野台ＳＳ新５～６年＆Ｕ１３対象」に練習に変更し
ますのでよろしくお願いいたします。
１３：００～１７：００【龍・河野】

■ブラジル遠征（野口）
（ＥＫ２６２サンパウロＧＫＵ０１:２５～ドバイ２２:５５着…ＥＫ
３１８発０２:４０～成田１７:３５着）

☆ＴＲ…KG１３：００～１４：５０
（新入団Ｕ１３選手＋Ｕ１２Ｓは参加してください）

２０１９年４月予定表 （２０１９年度１学期開始）

２０１９０４２６
■小学校入学式

5

金

6

土

7

日

8

月

9

火

10

水

11

木

12

金

13

土

14

日

15

月

16

火

☆ＴＭｖｓ向ヶ丘工業高校
向ヶ丘工業高校Ｇ…k/o時間未定！…
4/4決定！

★U１５ＬｖｓエンジョイＢ 神明台Ｇ ９：３０k/o １１：００～副審・本部

★ＰＬＭ市少年委員会研修会 よこやま公園
終日・・・ ※不参加時は1年間出場不可能。

スタッフ全体会議１６：００～１８：００

☆ＴＲ１８：３０～２０：３０

☆U１３＝１８：００～２０：００
☆U１４＝１８：００～２０：３０（合同FIGを19:00迄）
（U１２S含む）

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

１

☆ＴＲ１８：３０～２０：３０

☆U１３＝１８：００～２０：００
☆U１４＝１８：００～２０：３０（合同FIGを19:00迄）
（U１２S含む）

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

１

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

１

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

１

☆TR１９：００～２１：００

※U１５＆U１４は自由参加！！

☆ＴＲ１８：３０～２０：３０

☆U１３＝１８：００～２０：００
☆U１４＝１８：００～２０：３０（合同FIGを19:00迄）
（U１２S含む）
★U１５日本ＣＹ選手権第1戦ｖｓＧＳ 下川入Ｇ １１：００k/o
１２：３０～主審 １４：００～本部

〔新規〕４月の未就園児親子ふれあいサッカー ■津久井が丘幼稚園入園式
無料体験会…北公園グランド１０：００～１０：４
５（お気軽にEメールにてお問合せください！）
■大島幼稚園入園式

■ヴェルディSS相模原「パパ親子ふれあいサッカー交流大会予定 １７：３０～１９：２０」

★Ｕ１８日本ＣＹ選手権・関東1次予選ｖｓ
つくばＦＣ 筑波学院大学Ｔフィールド １
７：１０k/o ＪＲ橋本駅南口１２：００集合
【バス移動】
結果４（4－2）（0－2）４分

☆ＴＲ１９：００～２１：００

☆U１３＝１８：００～２０：００
☆U１４＝１８：００～２０：３０（合同FIGを19:00迄）
（U１２S含む）

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

１ ☆津久井が丘要幼稚園KD
１４：００～１５：００

〔新規〕未就園児親子ふれあいサッカー無料体
験会１０：００～１０：４５
①ママ女子
②ウォーキングサッカー １
０：３０～１２：００

☆ＴＲ１９：００～２１：００

☆U１３＝１８：００～２０：００
☆U１４＝１８：００～２０：３０（合同FIGを19:00迄）
（U１２S含む）
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金
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24

水

25

木

26

金

27

土

28

日

29

月

30

火

日

曜

ユースU１８

1

水

★Ｕ１８日本ＣＹ選手権・関東1次予選ｖｓ
湘南ベルマーレ 馬入人工芝Ｇ １３：０５
k/o 着替えて１１：３０現地集合

2

木

■OFF…各選手は自宅近辺にて自主Ｔ
Ｒ「※20190426自主練メニュー」参照の
こと！

3

金

4

土

5

日

6

月

7

火

8

水

9

木

10

金

☆TR１９：００～２１：００

※U１５＆U１４は自由参加！！

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

１ ☆大島ＫＤ１４：００～１５：００
☆U８ジュニア １６：００～１７：００

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

１

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

１

☆ＴＲ１９：００～２１：００

☆U１３＝１８：００～２０：００
☆U１４＝１８：００～２０：３０（合同FIGを19:00迄）
（U１２S含む）

★Ｕ１８日本ＣＹ選手権・関東1次予選ｖｓ
ゴイス 筑波学院大学Ｔフィールド １８：
１０k/o ＪＲ橋本駅南口：集合１２：００「Ｕ
１５＝キョウタ・ヒカル」

☆Ｕ１４＆Ｕ１３ＴＭｖｓフットワーク
寒川ふれあい公園Ｇ １４：００～１７：００

☆ＴＲ１９：００～２１：００

☆U１３＝１８：００～２０：００
☆U１４＝１８：００～２０：３０
（U１２S含む！）

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

１ ☆津久井が丘要幼稚園KD
１４：００～１５：００

☆ＴＲ１９：００～２１：００

☆U１３＝１８：００～２０：００
☆U１４＝１８：００～２０：３０
（U１２S含む！）

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

１ ☆大島ＫＤ１４：００～１５：００
☆U８ジュニア
１６：００～１７：００

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

１

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

１

★TMvs帝京大学 北公園Ｇ １９：００k/o～２１：００
４５分×２予定。
※Ｕ１５＝自由参加！

☆ＴＲ１９：００～２１：００

☆U１３＝１８：００～２０：００
☆U１４＝１８：００～２０：３０
（U１２S含む！）

OFF

■TR１３：００～１５：００「大島河原・若鮎」にてＦＩＧ．ＴＲ…飲料水持参

■TR１０：３０～１３：００「大島河原・若
鮎」にてＦＩＧ．ＴＲ…飲料水持参
【担当＝野口・原田・近藤・土持】
■終了後１４：００～１７：００保護者・選
手・スタッフと河原でバーベキュー！

OFF

■OFF…各選手は自宅近辺にて自主ＴＲ「※20190426自主練メニュー」参照のこ
と！【各自】

☆Ｕ１４＆Ｕ１３ＴＭｖｓフットワーク
寒川ふれあい公園Ｇ １４：００～１７：００

〔新規〕未就園児親子ふれあいサッカー無料体
験会１０：００～１０：４５
①ママ女子
②ウォーキングサッカー １
０：３０～１２：００

２０１９年４月２１日 Ｕ－１８ＣＹ１次リーグ第２戦
茨城県筑波学院大学Ｔフィールドにて

☆〔ＡＭ〕Ｕ９～Ｕ８ジュニア交流戦ｖｓＦＣ小田原 中井中央公園Ｇ ９：４０～１３：００ 対象＝3年～2年生 スクール外指導・移
動に関わる引率費・会場費含め参加費＝1,000円/１名（直接現地に来る会員は５００円/1名）

■TR１０：００～１２：００
☆ＴＭｖｓ川崎チャンプ
北公園G外周コンデション調整（有酸素ジョキング系＆ストレッチ～ビデオ鑑賞・個人 等々力第２サッカー場
課題と全体戦術ミーテイング）
１８：００～２０：３０

２０１９年５月予定表
U１５

☆Ｕ１４＆Ｕ１３ＴＭｖｓ小山中学校

U１４

小山中学校Ｇ

１３：００集合

U１３

相模原SS＆一般
【KG】

２０１９０４２６
大島・津久井が丘
島幼稚園G】

１４：００k/o～１７：００

■TR１０：００～１２：００ 島外周Ｆig.TR

■各選手は自宅近辺にて自主ＴＲ「※
■OFF…各選手は自宅近辺にて自主ＴＲ「※20190426自主練メニュー」参照のこと！
20190426自主練メニュー」参照のこと！

■U-13菅平大会遠征
JR橋本駅南口ロータリ―７：００集合～
現地１２：００着予定
…現地スタッフへの連絡先窓口＝原田
コーチ０９０－６９１９－７９８３

★Ｕ１８日本ＣＹ選手権・関東1次予選ｖｓ ■各選手は自宅近辺にて自主ＴＲ「※20190426自主練メニュー」参照のこと！
ザスパ草津群馬 サンデンフットボール
パーク １５：００k/o 【１３：００各自・電車
移動にて現地集合】帰宅時に渋滞ピーク
による！
■完全OFF

★U１５Ｌｖｓ川崎チャンプ 川とふれあい広 ■完全OFF
場Ｇ １３：００k/o １４：３０～副審【近
藤】・本部【野口】

☆ＴＲ１９：００～２１：２０

☆TR１８：３０～２１：００

※U１５＆U１４は自由参加！！

☆U１３＝１８：００～２０：００
☆U１４＝１８：００～２０：３０
（U１２S含む！）

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

☆U１３＝１８：００～２０：００
☆U１４＝１８：００～２０：３０
（U１２S含む！）

☆ジュニアスクール
１７：３０～１８：５０

★TMvs帝京大学 北公園Ｇ １９：００k/o～２１：００
４５分×２予定。

☆ＴＲ１９：００～２１：２０

１ ☆津久井が丘要幼稚園KD
１４：００～１５：００

☆大島ＫＤ１４：００～１５：００
☆U８ジュニア
１６：００～１７：００

☆ジュニアスクール
１７：３０～１８：５０

☆U１３＝１８：００～２０：００
☆U１４＝１８：００～２０：３０
（U１２S含む！）

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

１

【大 ①ママさんスクール
ングサッカー

②ウォーキ

備考

11

土

12

日

13

月

14

火

15

水

16

木

17

金

18

土

19

日

20

月

21

火

22

水

23

木

24

金

25

土

26

日

27

月

28

火

29

水

30

木

31

金

日

曜

☆TMｖｓ中央国際高校サッカー部
相模原北公園G １８：００k/o～２０：３０ 〔３０分×４＝２試合〕・・・U１５全員対象。

★Ｕ１４Ｌｖｓ綾瀬ＦＣ 綾瀬スポーツ公園 ９：００k/o
着替えて８：００集合 １０：３０主審

★TMvs専修大学・弥栄高校 弥栄高校Ｇ 未定k/o～
４５分×２未定。

☆Ｕ１４ＴＭｖｓ東京ヴェルディ ヴェルディＧ
着替えて集合１４：００ １５：００k/o

☆Ｕ９～Ｕ７ジュニア交流戦予定！！

☆ＴＲ１９：００～２１：２０

☆U１３＝１８：００～２０：００
☆U１４＝１８：００～２０：３０
（U１２S含む！）

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

☆ＴＲ１９：００～２１：２０

☆U１３＝１８：００～２０：００
☆U１４＝１８：００～２０：３０
（U１２S含む！）

☆ジュニアスクール
１７：３０～１８：５０

☆TR１８：３０～２１：００

※U１５＆U１４は自由参加！！

☆ＴＲ１９：００～２１：２０

１ ☆津久井が丘要幼稚園KD
１４：００～１５：００

☆大島ＫＤ１４：００～１５：００
☆U８ジュニア
１６：００～１７：００
※半日保育

☆ジュニアスクール
１７：３０～１８：５０

☆U１３＋１２S＝１８：００～２０：００…１９：００過ぎから龍は原田をサポート！
☆U１４＝１８：００～２０：３０

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

１

☆U１３＝１８：００～２０：００
☆U１４＝１８：００～２０：３０
（U１２S含む！）

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

１ ☆津久井が丘要幼稚園KD
１４：００～１４：５０

☆U１３＝１８：００～２０：００
☆U１４＝１８：００～２０：３０
（原田はU１２S選手を把握コミュニケーションをとって入れてください！）

☆ジュニアスクール
１７：３０～１８：５０

☆ＴＭ組予定！

☆ＴＭｖｓ日本工学院マリノス ９：００k/o 工学院G 着替えて８：００集合 Ｕ－１５は ★Ｕ１４ＬｖｓGEO-X 長坂谷公園第一球技場 １０：３０k/o
全員集合
１０：００主審

☆ＴＲ１９：００～２１：２０

☆ＴＲ１８：４０～２０：４０

OFF

着替えて９：００集合

★TMvs帝京大学 北公園Ｇ １９：００k/o～２１：００
４５分×２予定。

☆大島ＫＤ１４：００～１５：００
☆U８ジュニア
１６：００～１７：００

☆ジュニアスクール
１７：３０～１８：５０

☆ＴＲ１９：００～２１：００
【土持】

☆U１３＋１２S＝１８：００～２０：００【原田】…１９：００過ぎから龍は原田をサポートす ☆ジュニアスクール
ること！
７：３０～１８：５０
☆U１４＝１８：００～２０：３０【野口】

☆ＴＲ１７：３０～１９：３０

OFF

OFF

★U１５Ｌｖｓフットワーク【龍】
綾瀬スポーツ公園
１３：１５k/o １４：４５～副審【近藤】・本部【原田】

１

★Ｕ１４Ｌｖｓ海老名FC 小山公園G １５：４５k/o ～終了後北公園に移動して１８：００
からＴＲ。 着替えて１４：００集合 １７：１５本部

☆ＴＲ１９：００～２１：００

☆ＴＲ１９：００～２１：００

OFF

☆ＴＲ１８：００～２０：００

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

☆U１３＝１８：００～２０：００
☆U１４＝１８：００～２０：３０

☆ジュニアスクール
１７：３０～１８：５０

☆TR１９：００～２１：００
※U１５＆U１４は自由参加！！

１ ☆津久井が丘要幼稚園KD
１４：００～１４：５０

☆大島ＫＤ１４：００～１５：００
☆U８ジュニア
１６：００～１７：００

☆U１３＋１２S＝１８：００～２０：００
☆U１４＝１８：００～２０：３０

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

１

２０１９年６月予定表
U１５

U１４

U１３

★U１５Ｌ最終戦ｖｓＣＢＣ 東扇島東公園 ★Ｕ１４ＬｖｓＡＣ等々力 綾瀬スポーツ公園G
１１：００k/o ９：３０～本部【原田】
着替えて１４：１０集合 １４：４０～副審１
1

土

2

日

3

月

〔２回まで無料体験会〕★未就園児親子ふれあ
いサッカー１０：００～１０：４５
①ママさん
サッカー １０：３０～１２：００

☆ジュニアスクール
１７：３０～１８：５０

☆ＴＲ１９：００～２１：００

ユースU１８

〔２回まで無料体験会〕★未就園児親子ふれあ
いサッカー１０：００～１０：４５
①ママさん
サッカー １０：３０～１２：００

☆ＴＭｖｓ杉並ＦＣユースＡ
☆Ｕ１５・１４選抜ＴＭｖｓ杉並ＦＣユースＢ
登戸・大原学園Ｇ（多摩川河川敷天然芝 登戸・大原学園Ｇ（多摩川河川敷天然芝
Ｇ）集合８：００ ９：００k/o～ Ｐ無
Ｇ）集合８：００ ９：００k/o～ Ｐ無

１６：１０k/o

☆ＴＭvs湘南ミラオーネ
東戸塚小学
校Ｇ １７：４５ＷＵＰ開始 １８：００k/o
２０：００終了 ＭＣＢ町田駅南口解散予
定

相模原SS＆一般
【KG】

２０１９０４２６
大島・津久井が丘
島幼稚園G】

【健康に親子ふれあいサッカー！！】
■北公園１７：３０～１９：４０…どなたでもお気軽に直接お越しください！！
【対象】会員親子で５００円 未会員親子で１，０００円
①健康ダイエット女子スクール…お子さんもご一緒にご参加ください！
②健康促進ダイエット・走っちゃいけないウォーキングサッカー

【大 ①ママさんスクール
ングサッカー

②ウォーキ

〔5/21順延振替日：北公園１７：３０～１９：４０〕
①健康ダイエット女子スクール
〔お子さんと一緒にご参加ください！…会員親
子無料〕
②健康促進ダイエット・ウォーキングサッカー

備考

☆ＴＲ１９：００～２１：００
4

火

5

水

6

木

7

金

☆ＴＲ１９：００～２１：００

OFF

8

土

9

日

10

月

11

火

12

水

13

木

14

金

日

17

月

18

火

19

水

20

木

21

金

22

土

23

日

24

月

25

火

26

水

27

木

☆ジュニアスクール
１７：３０～１８：５０

☆ＴＭ組予定！

☆ＴＭ組予定！

k/o未定…共栄大学Ｇ 40分×３打診中？…

☆ＴＲ１９：００～２１：００

１ ☆津久井が丘要幼稚園KD１４：００～ 〔２回まで無料体験会〕★未就園児親子ふれあ
１４：５０
【野口】 いサッカー１０：００～１０：４５
①ママさん
サッカー １０：３０～１２：００
☆大島ＫＤ１４：００～１５：００
☆U８ジュニア
１６：００～１７：００

☆ジュニアスクール
１７：３０～１８：５０

☆U１３＋１２S＝１８：００～２０：００
☆U１４＝１８：００～２０：３０

OFF

16

☆U１３＝１８：００～２０：００
☆U１４＝１８：００～２０：３０

☆ＴＲ１９：００～２１：００

☆ＴＲ１９：００～２１：００

土

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

★TMvs帝京大学 北公園Ｇ １９：００k/o～２１：００
４５分×２予定。

☆ＴＭｖｓ埼玉共栄大学

15

☆ＴＲ１８：００～２０：００

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

１

☆ＴＭvs神田中 １３：３０k/o～１５：００ 【健康に親子ふれあいサッカー！！】
神田中Ｇ
■北公園１７：３０～１９：４０…どなたでもお気軽に直接お越しください！！
【対象】会員親子で５００円 未会員親子で１，０００円
①健康ダイエット女子スクール…お子さんもご一緒にご参加ください！
②健康促進ダイエット・走っちゃいけないウォーキングサッカー

☆ＴＭvsＩＴＵＡＮＯ横浜
常盤公園Ｇ
１３：００k/o～１５：００終了
【龍・原田】

★Ｕ９世田谷リーグ公式戦初戦…Ｕ－９（小学２～３年）時間未定？…

☆ＴＲ１８：００～２０：００

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

☆U１３＝１８：００～２０：００
☆U１４＝１８：００～２０：３０

☆ジュニアスクール
１７：３０～１８：５０

☆TR１９：００～２１：００
※U１５＆U１４は自由参加！！

１ ☆津久井が丘要幼稚園KD１４：００～ 〔２回まで無料体験会〕★未就園児親子ふれあ
１４：５０
【野口】 いサッカー１０：００～１０：４５
①ママさん
サッカー １０：３０～１２：００
☆大島ＫＤ１４：００～１５：００
☆U８ジュニア
１６：００～１７：００

☆ジュニアスクール
１７：３０～１８：５０

☆ＴＲ１９：００～２１：００

☆U１３＋１２S＝１８：００～２０：００
☆U１４＝１８：００～２０：３０

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

OFF

☆ＴＭvsVerdy三島支部＆エスパルス富士 ☆ＴＭvs府ロク １３：００k/o～１７：００…
未定k/o～１７：００…熱海姫の沢人工芝Ｇ 府中市少年サッカー場
〔車引率集合未定＝北公園：～ＪＲ橋本駅 【龍・永留】
南口ロータリ―：〕遠征費＝３，０００円
【土持・野口】

【健康に親子ふれあいサッカー！！】
■北公園１７：３０～１９：２０…どなたでもお気軽に直接お越しください！！
【対象】会員親子で５００円 未会員親子で１，０００円
①健康ダイエット女子スクール…お子さんもご一緒にご参加ください！
②健康促進ダイエット・走っちゃいけないウォーキングサッカー

☆ＴR１７：３０～１９：３０

☆ＴＭ組予定！

☆ＴＲ１９：００～２１：００

☆ＴＲ１８：００～２０：００

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

☆U１３＝１８：００～２０：００
☆U１４＝１８：００～２０：３０

☆ジュニアスクール
１７：３０～１８：５０

☆ＴＲ１９：００～２１：００

OFF

☆U１３＋１２S＝１８：００～２０：００
☆U１４＝１８：００～２０：３０

☆ＴＭｖｓ立教大学

★U１４Ｌ最終戦ｖｓ足柄FC
上府中公園 １２：３０k/o
１１：００主審1名

☆ＴＲ１９：００～２１：２０

☆TR１８：３０～２１：００

☆ＴＲ１９：００～２１：００

※U１５＆U１４は自由参加！！

【会員向け健康ダイエット体験会１】
北公園１７：３０～１９：２０…対象：どなたでもお
気軽に直接お越しください！…２回まで無料
①健康ダイエット女子スクール
②健康促進ダイエット・走っちゃいけないウォー
キングサッカー

１ ☆津久井が丘要幼稚園KD１４：００～ 〔２回まで無料体験会〕★未就園児親子ふれあ
１４：５０
いサッカー１０：００～１０：４５
①ママさん
サッカー １０：３０～１２：００
☆大島ＫＤ１４：００～１５：００
☆U８ジュニア
１６：００～１７：００

☆ジュニアスクール
１７：３０～１８：５０

☆ＴＲ１９：００～２１：００

k/o未定…Ｇ未定

１

☆ＴＭvsオフサイド
１３：００k/o～１５：００
常盤公園Ｇ

★TMvs帝京大学 北公園Ｇ １９：００k/o～２１：００
４５分×２予定。

OFF

【会員向け健康ダイエット体験会１】
北公園１７：３０～１９：４０…対象：どなたでもお
気軽に直接お越しください！…２回まで無料
①健康ダイエット女子スクール
②健康促進ダイエット・走っちゃいけないウォー
キングサッカー

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

★U１３ＴＭｖｓ足柄FC
上府中公園
０k/o～１１：００

１

【健康に親子ふれあいサッカー！！】
９：０ ■北公園１７：３０～１９：４０…どなたでもお気軽に直接お越しください！！
【対象】会員親子で５００円 未会員親子で１，０００円
①健康ダイエット女子スクール…お子さんもご一緒にご参加ください！
②健康促進ダイエット・走っちゃいけないウォーキングサッカー

☆U１３＝１８：００～２０：００
☆U１４＝１８：００～２０：３０

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

☆U１３＝１８：００～２０：００
☆U１４＝１８：００～２０：３０

☆ジュニアスクール
１７：３０～１８：５０

☆ジュニアスクール
１７：３０～１８：５０

【会員向け健康ダイエット体験会２】
北公園１７：３０～１９：４０…対象：どなたでもお
気軽に直接お越しください！…２回まで無料
①健康ダイエット女子スクール
②健康促進ダイエット・走っちゃいけないウォー
キングサッカー

１ ☆津久井が丘要幼稚園KD１４：００～ 〔２回まで無料体験会〕★未就園児親子ふれあ
１４：５０
【野口】 いサッカー１０：００～１０：４５
①ママさん
サッカー １０：３０～１２：００
☆大島ＫＤ１４：００～１５：００
☆U８ジュニア
１６：００～１７：００

☆ＴＲ１９：００～２１：２０
28

金

29

土

30

日

☆U１３＋１２S＝１８：００～２０：００
☆U１４＝１８：００～２０：３０

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

１

☆ＴＭｖｓ明治学院大学 戸塚Ｇ １４：３ ☆U１５A・ＴＭｖｓ府ロクJ 関東村G １２：００集合
０集合 １６：００k/o ４５分×２
１３：００k/o～１６：３０終了…原則雨天決行‼！

☆ＴＭ組予定！

２０１９年７月予定表
日

曜

1

月

2

火

3

水

4

木

5

金

6

土

7

日

8

月

9

火

10

水

11

木

12

金

13

土

14

日

15

月

16

火

17

水

18

木

19

金

ユースU１８

U１５

☆ＴＲ１９：００～２１：００

☆ＴＲ１９：００～２１：００
U15+U14（7名）
【龍・永留】

OFF

★TMvs帝京大学 北公園Ｇ １９：００k/o～２１：００
４５分×２
（結果２－０勝）

★TMvsコラソントップ（１種社会人県２部リーグ）
北公園Ｇ ２０：００k/o～２１：００ ３０分×２

【急遽中止】
☆ＴＭｖｓ明治学院大学
明治学院大学戸塚Ｇ １３：００以降…
k/o未定 ４５分×２…
OFF

U１４

相模原SS＆一般
【KG】

U１３

２０１９０６１９
大島・津久井が丘
島幼稚園G】

☆ＴＲ１８：００～２０：００

☆ジュニアスクール
１７：３０～１８：５０

☆津久井が丘要幼稚園KD
１４：００～１４：５０

☆U１３＋１２S＝１８：００～２０：００

☆ジュニアスクール
１７：３０～１８：５０

☆大島ＫＤ１４：００～１５：００
☆U８ジュニア １６：００～１７：００

OFF

☆ジュニアスクール
１７：３０～１８：５０

☆U１４（１３）＆１３（１７）＋１２S（３）＝１８：００～２０：００【野口＆龍・原田】

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

（結果２－３負）

★U１５L－２ND初戦 ｖｓ平塚市立大野中
酒井スポーツ広場
１４：３０k/o １２：３０集合（１３：００k/o～副１＆１６：００k/o～副１）結果＝６－２勝

【大 ①ママさんスクール
ングサッカー

②ウォーキ

備考

■健康ダイエット女子・ママ＆ウオーキング
サッカー 北公園１０：３０～１２：００
★未就園児・お子さんは無料体験にてご参加
ください。

☆１５：００～２０：００

【野口・永留】

１

☆ＴＭ組ホーム予定！
北公園１７：００～１９：００

☆ＴＭ組アウェー予定！

★U９世田谷リーグ初戦vsFC桜丘 会場：桜丘小学校G
１２：３０k/o～１５：００終了予定

☆ＴＲ１８：００～２０：００

☆ジュニアスクール
１７：３０～１８：５０

☆津久井が丘要幼稚園KD
１４：００～１４：５０

☆U１３＋１２S＝１８：００～２０：００

☆ジュニアスクール
１７：３０～１８：５０

☆大島ＫＤ１４：００～１５：００
☆U８ジュニア １６：００～１７：００

☆ＴＲ１９：００～２１：００

OFF

☆ジュニアスクール
１７：３０～１８：５０

☆ＴＲ１９：００～２１：００

☆ＴＲ１８：００～２０：００

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

１

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

１ ☆③津久井が丘要幼稚園KD１４：００ ■健康ダイエット女子・ママ＆ウオーキング
～１４：５０
サッカー 北公園１０：３０～１２：００
★未就園児・お子さんは無料体験にてご参加
ください。

OFF

☆ＴＲ１９：００～２１：００

☆ＴＲ１９：００～２１：００

OFF

☆ＴＲ１９：００～２１：２０

☆ＴＭｖｓYSCC 北公園１９：００～２１：００

☆ＴＭｖｓFC福生
北公園１７：３０～１９：００

★Jユースカップ１次予選ｖｓ杉並ソシオ
清瀬内山運動場G 集合１５：００ １７：００k/o
各選手電車移動のこと！

【結果：雨天中止】
★県U１４リーグｖｓ海老名FC
中野多目的広場G ９：００k/o 試合後主１

☆ＴR１５：００～１７：００

☆ＴＲ１５：００～１７：００

☆ＴＲ１９：００～２１：００

☆TR１７：３０～１９：３０
■２０２０向け・新U１３体験練習会（対
象：現小学６年生）
北公園１７：００～１９：００

☆U１３＋１２S＝１８：００～２０：００

☆ジュニアスクール
１７：３０～１８：５０

★TMvs帝京大学 北公園Ｇ １９：００k/o～２１：００
４５分×２予定。

OFF

☆ジュニアスクール
１７：３０～１８：５０

☆ＴＲ１９：００～２１：００

☆ＴＲ１９：００～２１：００

☆ジュニアスクール
１７：３０～１８：５０

OFF

（参考）
日

曜

ユースU１８

U１５

■健康ダイエット女子・ママ＆ウオーキング
サッカー 北公園１０：３０～１２：００
★未就園児・お子さんは無料体験にてご参加
ください。

U１４

U１３

☆大島ＫＤ１４：００～１５：００
☆U８ジュニア
１６：００～１７：００

２０１９年７月夏休み予定表
相模原SS＆一般
【KG】

大島・津久井が丘
島幼稚園G】

２０１９０６１９
【大

①健康ダイエットスクール
ウォーキングサッカー

②

備考

20

土

21

日

22

月

★Jユースカップ１次予選ｖｓ千葉SC
JR橋本駅集合：１２：００ 北公園集合：１２：３０
星槎箱根人工芝G

☆ＴＭ組アウェー予定！
１６：３０k/o

☆ＴＭｖｓ松陰大学
★県U１５リーグｖｓ厚木メリッソ 中三田スポーツ広場G １２：００k/o 試合後主１＆副 ☆ＴＭ組アウェー予定！
松陰大学平塚大神Ｇ（相模川新幹線鉄 １
橋上流側） １３：００k/o ４５分×２＆３０
分×１
OFF

☆ＴＭｖｓFC緑 アウェー会場未定！
【U１５】９：００～２５分×３ 【U１４】１２：００k/o～３０分×５ 【U１３】１６：４０k/o～３０分×４…但しFC緑以外の２団体中体連以外
とも対戦予定。

★Jユースカップ１次予選ｖｓMAKUHARI
北公園G 集合１６：３０集合 １８：００k/o
23

火

24

水

25

木

26

金

27

土

28

日

29

月

☆ＴＭｖｓYSCC
北公園１５：００～１７：００

☆U１４～U１３＋１２S＝１５：３０～：１９：００

OFF

★（未決定）Jユースカップ１次予選ｖｓブリオベッカ浦安
相模原北公園G １８：４５k/o

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

☆U１３＋１２S＝１５：００～１７：００
ケンケンフェイント～シュート…FIG．TR

☆ＴＭｖｓ川崎チャンプ
北公園１５：００k/o～１７：３０

☆TR１５：００～１９：３０

火

31

水

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：３０

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

☆ＴＲ１３：００～１５：００…☆１７：３０～１９：３０…２部TR

30

☆④津久井が丘要幼稚園KD
１４：００～１４：５０

■U１３草津大会

■U１２・１１草津大会

■U１３草津大会

■U１２・１１草津大会

■U１２・１１草津大会

１ ☆大島KD－４
大島G１４：００～１４：５０
☆U８＝北公園１７：３０～１９：００で活
動
１

１

■岐阜遠征

☆TR１５：００～１７：００

■U１３草津大会

■岐阜遠征

■U１４波崎遠征

☆TR１７：３０～１９：３０
☆ジュニアスクール
■２０２０向け・新U１３体験練習会（対
７：３０～１８：３０
象：現小学６年生）北公園１７：００～１９：
００

１ ☆④津久井が丘要幼稚園KD１４：００ 〔夏休み体験〕北公園１５：３０～１７：００ ■
～１４：５０
走っちゃいけない…健康ダイエットウオーキン
グサッカー「女子・ママ（保護者同伴可）…年齢
問わず」
★未就園児・お子さんは無料体験にてご参加
ください。

■岐阜遠征

■U１４波崎遠征

☆U１３＋１２STMvs東京小山
００k/o～１７：３０ ２５分×４

１ ☆大島KD－５
大島G１４：００～１４：５０
☆U８＝北公園１７：３０～１９：００で活
動

KG１５： ☆ジュニアスクール
７：３０～１８：３０

２０１９年８月予定表
日

曜

1

木

2

金

3

土

4

日

5

月

6

火

7

水

8

木

9

金

〔夏休み体験〕北公園１５：３０～１７：００ ■
走っちゃいけない…健康ダイエットウオーキン
グサッカー「女子・ママ（保護者同伴可）…年齢
問わず」
★未就園児・お子さんは無料体験にてご参加
ください。

ユースU１８

U１５

U１４

OFF

■U１４波崎遠征

★Jユースカップ１次予選ｖｓ杉並アヤックス
集合１５：００
北公園G…１７：００k/o
８/1 １７:３０相手１１人揃わず不戦勝にてOFF！！

☆U１４～U１２S

U１３
☆U１３＋１２S
１５：００～１７：００

相模原SS＆一般
【KG】
☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

２０１９０８０７
大島・津久井が丘
島幼稚園G】

【大

①健康ダイエットスクール
ウォーキングサッカー

②

１

１５：００～１６：４０

■大島・津久井が丘・大野台キッズ合同交流戦＆終了後「楽しく親子サッカー体験会」
大島幼稚園園庭グランド １５：００～１７：４０
年生…保護者（運動ができる服装・靴などで！）
ニアイベントのお知らせ！！…をご参照ください。

OFF

★会場＝
★対象＝キッズ～１
※詳細はHP：20190718ジュ

OFF

☆ＴＲ１７：００～１９：００

☆U１４＆１３＋１２S＝１５：００～１７：００

☆ＴＲ１７：００～１９：００調整ゲーム

■はやぶさカップ
（日 ■Ｕ１５支部大会
本工学院八王子専門学校Gのみ開催） １０：００k/o習志野WINGS
試合無
１：００k/oレスチ
００k/oAJUNT

☆U１３ＴＭｖｓVidaいさま
北公園１５：００k/o～１７：００

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

１

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

１ ☆津久井が丘幼稚園KDホール－１
１４：００～１４：５０

☆U１４・U１３＋１２S １５：００～１７：００

☆大島KD－１
大島G１４：００～１４：５０
☆U８＝北公園１７：３０～１９：００で活
動

１
１４：

■はやぶさカップ（日本工学院八王子専 ■Ｕ１５支部大会=ＯＦＦ
門学校G）１０：１５k/o vsYSCC
１１：
３０k/o vs工学院マリノス

☆U１４・U１３＋１２S １５：００～１７：００

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

１

■はやぶさカップ（日本工学院八王子専 ■Ｕ１５支部大会
門学校G）９：００k/o vs甲府工業 １２： 1.2位＝決勝T…orTM 閉会式１６：２０
４５k/o vs白河高校
１５：１５
k/o vs帝京大学

☆U１４・U１３＋１２S １５：００～１７：００

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

１

〔夏休み体験〕北公園１５：３０～１７：００ ■
走っちゃいけない…健康ダイエットウオーキン
グサッカー「女子・ママ（保護者同伴可）…年齢
問わず」
★未就園児・お子さん
は無料体験にてご参加ください。

備考

10

土

11

日

12

月

13

火

14

水

15

木

16

金

17

土

18

日

19

月

20

火

21

水

22

木

23

金

24

土

25

日

26

月

27

火

28

水

29

木

30

金

31

土

日

曜

■はやぶさカップ（サレジオ高専G）１０：０
０k/o vs杉並FC １０：１５k/o前半戦
のみ vs杉並FC
☆ＴＭ組アウェー予定！

☆ＴＲ１７：００～１９：００

☆ＴＲ１５：００～１７：００

■ジュニア招待交流大会
①U８
（１～２年）
②U１０（３～４年）LEGARE・
③WSS体験会並行開催「参加者子供の保護者自由参加で実施する」
６
～８人制で1/4コート程度の大きさで行う。４少年用ゴール＋２コーンバーゴー
ル！

〔夏休み体験〕北公園１５：３０～１７：００ ■
走っちゃいけない…健康ダイエットウオーキン
グサッカー「女子・ママ（保護者同伴可）…年齢
問わず」
★未就園児・お子さん
は無料体験にてご参加ください。

■U１４・U１３草津大会

■U１４・U１３草津大会

■U１４・U１３草津大会

☆ＴR１７：００～１９：００

☆ＴＲ１５：００～１７：００

☆TMｖｓフットワーク
００集合 １０：３０k/o～１３：００
分×２
川とふれあいG

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

９； ☆ＴＭ組アウェー予定！
３０

☆TMｖｓフットワーク
８；００集合 ９：００k/o～１３：００
０分×２
川とふれあいG

１

３

■支部スクールイベント…味の素スタジ ■大島・津久井が丘・大野台キッズ合同交流戦＆終了後「楽しく親子サッカー体験会」
アム・ヴェルディグランド（未定）
★会場＝大島幼稚園園庭グランド １４：００～１６：３０…Jリーグ味スタ観戦へ～解散：
大島幼稚園P２１：００
★対象＝キッズ～
１年生…保護者（運動ができる服装・靴などで！）
※詳細はHP：20190718
ジュニアイベントのお知らせ！！…をご参照下さい。
■みなかみ遠征

☆TMorTR…U１４・U１３＋１２S

１５：００～１９：００

■みなかみ遠征

☆TMorTR…U１４・U１３＋１２S
１５：００～１９：００

☆U１３＋１２STMvs大豆戸FC 長浜公 ☆ジュニアスクール
園１３：１０k/o～１４：５０ ３０分×３
７：３０～１８：５０

１ ☆④津久井が丘要幼稚園KD
１４：００～１４：５０

■みなかみ遠征

☆TMorTR…U１４・U１３＋１２S
１５：００～１９：００

☆U１３＋１２STMvsイツアーノ 北公園 ☆ジュニアスクール
１５：００k/o～１７：３０ ２５分×４
７：３０～１８：５０

１ ☆大島KDホール－３
大
島G１４：００～１４：５０
☆
U８＝北公園１７：３０～１９：００で活動

★TMvs帝京大学 北公園Ｇ １９：００k/o～２１：００ ４５分×２予定。

☆ＴＲ１５：００～１７：３０

☆ＴＭｖｓAFC茅ヶ崎
北公園１７：００～１９：００

☆ＴＲ１５：００～１７：００

★U１５高円宮杯1回戦 ｖｓ慶応義塾普通部
３：３０～主１・副１ 【結果３－３・PK勝】

１２：００k/o

綾瀬スポーツ公園

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

１

１

■清里サッカー交流ふれあいキャンプ１泊２日

☆ＴＭ組アウェー予定！

☆ＴＭ組アウェー予定！

■清里サッカー交流ふれあいキャンプ１泊２日～上野原市営マス釣り場（魚の
お土産つかみ取り…昨年度のブドウ狩りは辞める…）

☆ＴＲ１９：００～２１：００

☆ＴＲ１８：００～２０：００

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

１ ☆津久井が丘幼稚園KDホール－３
１４：００～１４：５０

☆U１３＋１２S＝１８：００～２０：００

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

１ ☆大島KDホール－３
大島G１４：００～１４：５０ ☆U８＝北
公園１７：３０～１９：００で活動

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０

１

☆TR１７：３０～１９：３０
☆ジュニアスクール
■２０２０向け・新U１３体験練習会（対
７：３０～１８：５０
象：現小学６年生）北公園１７：００～１９：
００

１

☆ＴＲ１８：００～２０：００

OFF

☆ＴＲ１９：００～２１：００

☆ＴＲ１９：００～２１：００

☆U１４～１２S＝１８：００～２０：００

全選手にお願い…U１５高円宮杯仲間を ★U１５高円宮杯２回戦 ｖｓ南足柄台中学校 【結果２－１勝】
応援しよう！！
１２：００k/o @中三田スポーツ広場 ９：００副審１ １３：３０本部１
１３：３０～ 副１

U１５

U１４

〔夏休み体験〕北公園１７：００～１８：３０
■走っちゃいけない…健康ダイエットウオーキ
ングサッカー「女子・ママ（保護者同伴可）…年
齢問わず」
★
未就園児・お子さんは無料体験にてご参加くだ
さい。
【7つの心】 １．明るい心 ２．素直な心 ３．思いやりの心
な心 ７．尊重の心

４．反省の心

U１３

５．感謝の心

６．謙虚

夏休み期間１２回目
17:00-19:00

■２０２０向け・新U１３体験練習会（対象：現小学６年生）北公園１７：００～１９：３０ ☆
ご希望の方はお気軽にご参加ください。〔お問合せ申込先〕担当：野口
verdy.s.s@bz01.plala.or.jpへ「氏名・連絡先」をメールください。こちらより返信いたしま
す。

全選手にお願い…U１５高円宮杯仲間を
応援しよう！！

★9/19…U18TMvs帝京大学 北公園Ｇ １９：００k/o～２１：００ ４５分×２予定。

２０１９年９月予定表
ユースU１８

〔夏休み体験〕北公園１５：３０～１７：００ ■
走っちゃいけない…健康ダイエットウオーキン
グサッカー「女子・ママ（保護者同伴可）…年齢
問わず」
★未就園児・お子さん
は無料体験にてご参加ください。

相模原SS＆一般

２０１９０９０４現在
大島・津久井が丘
【大島幼稚園G】

①ママさんスクール
ウォーキングサッカー

②

備考

1

日

2

月

3

火

4

水

5

木

6

金

7

土

8

日

9

月

10

火

11

水

12

木

13

金

14

土

15

日

16

月

17

火

18

水

19

木

20

金

21

土

22

日

23

月

24

火

★ジュニア世田谷リーグ 会場松沢中13:00～18:00 設営・入場13:00（ご協力
のお願いを致します） ①U9リーグ赤堤vsテキサス 13:30k/o～14:05 ②U8
リーグ赤堤vs北沢 14:10k/o～14:45 ③U9リーグVERDY相模原vsテキサス
14:50k/o～15:25 ④U8リーグ赤堤vs北沢 15:30k/o～16:05 ⑤U9リーグ
赤堤vsVERDY相模原 16:15k/o～16:50 ⑥U8FM 赤堤Bvs北沢 17:00k/o
～17:30 17:30～グランド整備 17:55完全撤収
Vs赤堤・テキサス

☆ＴＲ１９：００～２１：００

OFF

☆ＴＲ１８：００～２０：００

☆ＴＲ１８：００～２０：００

☆ジュニアスクール
１７：３０～１８：５０

☆津久井が丘幼稚園スクール
１４：００～１４：５０

☆TR１８：００～２０：００

☆ジュニアスクール
１７：３０～１８：５０

☆大島幼稚園スクール
１４：００～１４：５０
☆U８ １６：００～１７：００

☆ＴＲ１９：００～２１：００

■北公園１０：３０～１２：００ 健康ダイエット女
子・ママ＆ウオーキングサッカー（参加年齢不
問ですが最高齢70歳以上が活動中）
★未就園児・お子さんは無料体験にてご参加
ください。

☆ジュニアスクール
１７：３０～１８：５０

☆ＴＲ１９：００～２１：００

☆TR１８：００～２０：００

☆TR１７：３０～１９：３０
☆ジュニアスクール
■２０２０向け・新U１３体験練習会（対
１７：３０～１８：５０
象：現小学６年生）北公園１７：００～１９：
００…（１２S含む）

■２０２０向け・新U１３体験練習会（対象：現小学６年生）北公園１７：００～１９：３０ ☆
ご希望の方はお気軽にご参加ください。〔お問合せ申込先〕担当：野口
verdy.s.s@bz01.plala.or.jpへ「氏名・連絡先」をメールください。こちらより返信いたしま
す。

★U14L初戦ｖｓ綾瀬FC 綾瀬スポーツ公園
１３：００k/o 試合後主審1名

★U１５LｖｓFC６６ 湘洋中学校G 現地集合１１：３０
１３：３０k/o １５：００～副１・本部１
◆送迎＝JR橋本駅南口１０：４５出発～本厚木駅南口前１０：３０出発～現地１１：３０着
予定。
■ウオーキングサッカー星槎箱根キャンパス体験会
□講習会１３：００～県協会

☆ＴＲ１９：００～２１：００

OFF

☆ＴＲ１８：００～２０：００
（８名）

U15+U14

☆ＴＲ１８：００～２０：００

☆ジュニアスクール
１７：３０～１８：５０

☆TR１８：００～２０：００

☆ジュニアスクール
１ ☆大島幼稚園スクール
７：３０～１８：５０
１４：００～１４：５０
■U１２スクールｖｓFC福生 １７：３０ ☆U８ １６：００～１７：００
k/o 20分×3

☆ＴＲ１９：００～２１：００

☆TR１８：００～２０：００

☆TR１７：３０～１９：３０
■２０２０向 ☆ジュニアスクール
け・新U１３体験練習会（対象：現小学６ １７：３０～１８：５０
年生）北公園１７：００～１９：００…（１２S
含む）

★②U１５Lｖｓパンピターレ 酒井スポーツ広場
１０k/o １１：４０～副１・本部１
◆送迎＝JR橋本駅南口１０：３０出発～現地１１：１０着予定
高円宮杯予定

１３：

★U14L初戦ｖｓ足柄FC 上府中公園
１１：３０k/o 試合後主審1名
9/11高円宮杯日程兼ね合いにより中止となりました。

☆ＴＲ１８：００～２０：００

☆ＴＲ１８：００～２０：００

☆ジュニアスクール
１７：３０～１８：５０

☆TR１８：００～２０：００

☆ジュニアスクール
１ ☆大島幼稚園スクール
７：３０～１８：５０
１４：００～１４：５０
■U１１スクールｖｓ多摩市選抜 k/o ☆U８ １６：００～１７：００
未定

★TMvs帝京大学 北公園Ｇ １９：００k/o～２１：００
４５分×２

☆ＴＲ１９：００～２１：００

県CYL調整候補日

■２０２０向け・新U１３体験練習会（対象：現小学６年生）北公園１７：００～１９：３０ ☆
ご希望の方はお気軽にご参加ください。〔お問合せ申込先〕担当：野口
verdy.s.s@bz01.plala.or.jpへ「氏名・連絡先」をメールください。こちらより返信いたしま
す。

★U１５高円宮杯３回戦ｖｓSCH 馬入人工芝G 現地集合着替えて７：３０
９：２０k/o （試合後に副１＋本１）

☆ＴＲ１９：００～２１：００

OFF

☆津久井が丘幼稚園スクール
１４：００～１４：５０

■北公園１０：３０～１２：００ 健康ダイエット女
子・ママ＆ウオーキングサッカー（参加年齢不
問ですが最高齢70歳以上が活動中）
★未就園児・お子さんは無料体験にてご参加
ください。
■小山公園１０：３０～１２：００ 健康ダイエット
女子・ママ＆ウオーキングサッカー（参加年齢
不問ですが最高齢70歳以上が活動中）
★未就園児・お子さんは無料体験にてご参加
ください。

☆ジュニアスクール
１７：３０～１８：５０

☆TR１８：００～２０：００

★U１５LｖｓSTAF伊勢原 酒井スポーツ広場
集合１３：００
２：００～副１【近藤】・１３：３０～副１【原田】
◆送迎＝JR橋本駅南口１２：００出発～現地１３：００着予定

☆TR１７：３０～１９：３０
☆ジュニアスクール
■２０２０向け・新U１３体験練習会（対
１７：３０～１８：５０
象：現小学６年生）北公園１７：００～１９：
００…（１２S含む）
１５：００k/o

■２０２０向け・新U１３体験練習会（対象：現小学６年生）北公園１７：００～１９：３０ ☆
ご希望の方はお気軽にご参加ください。〔お問合せ申込先〕担当：野口
verdy.s.s@bz01.plala.or.jpへ「氏名・連絡先」をメールください。こちらより返信いたしま
す。

１

★U14L初戦ｖｓAC等々力 綾瀬スポーツ ☆TMｖｓMK・FC
荏子田G １３：００～１８：００
■
公園
JR橋本駅南口ロータリ―１０：３０出発～JR町田駅南口１１：００出発～現地１１：５
１５：３０k/o １４：００本部1名
０着予定
◎スクー
ルジュニアS・６年生もご参加ください！！
☆ＴＲ１９：００～２１：００

■北公園１０：３０～１２：００ 健康ダイエット女
子・ママ＆ウオーキングサッカー（参加年齢不
問ですが最高齢70歳以上が活動中）
★未就園児・お子さんは無料体験にてご参加
ください。

☆ジュニアスクール
１７：３０～１８：５０

☆ＴＲ１９：００～２１：００

県CYL調整候補日

☆津久井が丘幼稚園スクール
１４：００～１４：５０

☆ＴＲ１８：００～２０：００

☆ジュニアスクール
１７：３０～１８：５０

☆津久井が丘幼稚園スクール
１４：００～１４：５０

☆ＴＲ１７：３０～１９：１５

OFF
25

水

26

木

27

金

28

土

29

日

30

月

☆TR１７：３０～１９：１５

☆ジュニアスクール
７：３０～１８：５０
■U１２水曜リーグｖｓ多摩市選抜
k/o未定

☆ＴＲ１９：００～２１：００

ＴＭｖｓトレドＳＣ ＠谷戸沢Ｇ １３時～１７
時
■
（送迎）JR橋本駅南口１０：００～１２：３０現
地着予定 【龍・原田・永留】

☆TR１８：００～２０：００

☆TR１７：３０～１９：３０
☆ジュニアスクール
■２０２０向け・新U１３体験練習会（対
１７：３０～１８：５０
象：現小学６年生）北公園１７：００～１９：
００…（１２S含む）

U14Lｖｓ海老名ＦＣ
＠中野多目的広場
９：００k/o
（試合後に主審１名）【野口・近藤】

ＴＭｖｓトレドＳＣ ＠谷戸沢Ｇ １３時～１７時
■
（送迎）JR橋本駅南口１０：００～１２：３０現地着予定
★ジュニアスクール
S・6年生もお気軽にご参加ください。希望者は「氏名・連絡先」を
verdy.s.s@bz01.plala.or.jpへメールにてお知らせください！！ 【龍・原田・永留】

★U14L初戦ｖｓ足柄FC

上府中公園

１２：３０k/o 試合後主審1名

曜

ユースU１８

U１５

☆ＴＲ１９：００～２１：００
1

火

2

水

3

木

4

金

5

土

6

日

7

月

8

火

9

水

10

木

11

金

12

土

13

日

14

月

15

火

16

水

17

木

OFF

☆ＴＲ１７：３０～１９：１５

U１４

U１３

☆ジュニアスクール
１７：３０～１８：５０

☆津久井が丘幼稚園スクール
１４：００～１４：５０

☆TR１７：３０～１９：１５

☆ジュニアスクール
１７：３０～１８：５０

☆大島幼稚園スクール
１４：００～１４：５０
☆U８ １６：００～１７：００

①ママさんスクール
ウォーキングサッカー

②

☆TR１８：００～２０：００

U１５L候補日

☆ＴＲ１９：００～２１：００

☆ＴＲ１７：３０～１９：１５

☆TR１７：３０～１９：３０
☆ジュニアスクール
■２０２０向け・新U１３体験練習会（対
１７：３０～１８：５０
象：現小学６年生）北公園１７：００～１９：
００…（１２S含む）

■２０２０向け・新U１３体験練習会（対象：現小学６年生）北公園１７：００～１９：３０

U14L候補日

☆ＴＲ１８：００～２０：００

☆ジュニアスクール
１７：３０～１８：５０

☆津久井が丘幼稚園スクール
１４：００～１４：５０

☆TR１７：３０～１９：１５

☆ジュニアスクール
１７：３０～１８：５０

☆大島幼稚園スクール
１４：００～１４：５０
☆U８ １６：００～１７：００

☆ＴＲ１９：００～２１：００

☆ジュニアスクール
１７：３０～１８：５０

☆ＴＲ１９：００～２１：００

☆TR１８：００～２０：００

☆TMｖｓ成蹊大 ＠成蹊大G
１８：３０k/o 成蹊大学G

U14L候補日

☆TR１７：３０～１９：３０
☆ジュニアスクール
■２０２０向け・新U１３体験練習会（対
１７：３０～１８：５０
象：現小学６年生）北公園１７：００～１９：
００…（１２S含む）

■２０２０向け・新U１３体験練習会（対象：現小学６年生）北公園１７：００～１９：３０

県CYL調整候補日

相模原市スポーツフェスティバル

OFF

☆ＴＲ１９：００～２１：００

備考

■北公園１０：３０～１２：００ 健康ダイエット女
子・ママ＆ウオーキングサッカー（参加年齢不
問ですが最高齢70歳以上が活動中）
★未就園児・お子さんは無料体験にてご参加
ください。
■小山公園１０：３０～１２：００ 健康ダイエット
女子・ママ＆ウオーキングサッカー（参加年齢
不問ですが最高齢70歳以上が活動中）
★未就園児・お子さんは無料体験にてご参加
ください。

☆ジュニアスクール
１７：３０～１８：５０

☆ＴＲ１９：００～２１：００

OFF

相模原SS＆一般

☆交流戦…鶴嶺ＦＣ交流戦予定…８：００k/o～１２：３０・会場：茅ヶ崎市鶴峰小学校・対象：小学2年生以
人数：10名以上…10名以下の場合は不可となります。〔送迎＝６：１０北公園駐車場出発～７：００現地着
コーチ

２０１９０９０４現在
大島・津久井が丘
【大島幼稚園G】

☆ＴＲ１８：００～２０：００

☆ＴＲ１９：００～２１：００

県CYL調整候補日

■２０２０向け・新U１３体験練習会（対象：現小学６年生）北公園１７：００～１９：３０ ☆
ご希望の方はお気軽にご参加ください。〔お問合せ申込先〕担当：野口
verdy.s.s@bz01.plala.or.jpへ「氏名・連絡先」をメールください。こちらより返信いたしま
す。

☆交流戦…鶴嶺ＦＣ交流戦予定…８：００k/o～１２：３０・会場：茅ヶ崎市鶴峰小
学校・対象：小学2年生以下 募集人数：10名以上…10名以下の場合は不可と
なります。〔送迎＝６：１０北公園駐車場出発～７：００現地着〕窓口：龍コーチ

２０１９年１０月予定表
日

■小山公園１０：３０～１２：００ 健康ダイエット
女子・ママ＆ウオーキングサッカー（参加年齢
不問ですが最高齢70歳以上が活動中）
★未就園児・お子さんは無料体験にてご参加
ください。

☆ジュニアスクール
１７：３０～１８：５０

☆ＴＲ１９：００～２１：００

県CYL調整候補日

１ ☆大島幼稚園スクール
１４：００～１４：５０
☆U８ １６：００～１７：００

☆ＴＲ１７：３０～１９：１５

☆TR１７：３０～１９：１５

☆ジュニアスクール
１７：３０～１８：５０

☆ジュニアスクール
１７：３０～１８：５０

☆大島幼稚園スクール
１４：００～１４：５０
☆U８ １６：００～１７：００

■小山公園１０：３０～１２：００ 健康ダイエット
女子・ママ＆ウオーキングサッカー（参加年齢
不問ですが最高齢70歳以上が活動中）
★未就園児・お子さんは無料体験にてご参加
ください。

☆ＴＲ１９：００～２１：００
18

金

19

土

20

日

21

月

22

火

23

水

24

木

25

金

26

土

27

日

28

月

29

火

30

水

31

木

☆TR１８：００～２０：００

県CYL調整候補日

★県CYL①ｖｓ東急レイエス
パーク人工芝G
１３：１０k/o

U１５L候補日

U14L候補日

☆ＴＲ１８：００～２０：００

☆TR１８：００～２０：００

☆TR１７：３０～１９：３０
☆ジュニアスクール
■２０２０向け・新U１３体験練習会（対
１７：３０～１８：５０
象：現小学６年生）北公園１７：００～１９：
００…（１２S含む）

■２０２０向け・新U１３体験練習会（対象：現小学６年生）北公園１７：００～１９：３０

かもめ

スクール交流大会
＠ギオンフィールド
OFF

★TMvs帝京大学 北公園Ｇ １９：００
k/o～２１：００
４５分×２

☆大島幼稚園スクール
１４：００～１４：５０
☆U８ １６：００～１７：００

■小山公園１０：３０～１２：００ 健康ダイエット
女子・ママ＆ウオーキングサッカー（参加年齢
不問ですが最高齢70歳以上が活動中）
★未就園児・お子さんは無料体験にてご参加
ください。

☆ジュニアスクール
１７：３０～１８：５０

☆ＴＲ１９：００～２１：００

★県CYL②ｖｓFC ASAHI
ツ公園人工芝G
１３：００k/o

☆ジュニアスクール
１７：３０～１８：５０

☆TR１８：００～２０：００

綾瀬スポー

☆TR１７：３０～１９：３０
☆ジュニアスクール
■２０２０向け・新U１３体験練習会（対
１７：３０～１８：５０
象：現小学６年生）北公園１７：００～１９：
００…（１２S含む）

■２０２０向け・新U１３体験練習会（対象：現小学６年生）北公園１７：００～１９：３０

U14L候補日

■ウオーキングサッカー…大磯町WSS体験会…詳細未定【岡本・野口・他スタッフ・その他会員】一般・会員・関係者・皆様お気軽にお子さんも一
緒にご参加ください。〔お問合せ申込先〕神奈川県ウオーキングサッカー連盟準備委員会 事務局：岡本090-8780-5962 vsagami@cream.pala.or.jpへ「氏名・年齢・連絡先」を明記してお電話またはFAXにてお問い合わせください。連絡が付かない場合はこちらからご連
絡いたします。送迎あり先着20名迄。

☆ＴＲ１９：００～２１：００

OFF

☆ＴＲ１９：００～２１：００

☆ＴＲ１８：００～２０：００

☆ＴＲ１８：００～２０：００

☆ジュニアスクール
１７：３０～１８：５０

☆津久井が丘幼稚園
１４：００～１４：５０

■北公園１０：３０～１２：００ 健康ダイエット女
子・ママ＆ウオーキングサッカー（参加年齢不
問ですが最高齢70歳以上が活動中）
★未就園児・お子さんは無料体験にてご参加
ください。【野口】

☆TR１８：００～２０：００

☆ジュニアスクール
１７：３０～１８：５０

☆大島幼稚園スクール
１４：００～１４：５０
☆U８ １６：００～１７：００

■小山公園１０：３０～１２：００ 健康ダイエット
女子・ママ＆ウオーキングサッカー（参加年齢
不問ですが最高齢70歳以上が活動中）
★未就園児・お子さんは無料体験にてご参加
ください。【野口】

☆ジュニアスクール
１７：３０～１８：５０

