
No 月日 行　　事　　名 区　分 備　　　　　　考

1 4月 第28回　クラブユースサッカー選手権 中学生 　会場：八幡サッカー場　他

2 4月 千葉県女子ユース（U-15)選手権 ガールズ 　会場：スポレク　他

4/28 第5回

～ U12サッカーリーグin千葉

9月下旬 前期・後期リーグ

4 5/18 ２０１９年度第１回理事会 理事・役員 　会場：パッソ　ノヴィータ

4月

～

11月

4月 千葉県少年サッカー選手権大会

～

6月

5月 第35回

～ 　会場：八千代市総合運動公園多目的広場他

6月

8 6/9 2019年度定期総会 保護者・役員 　会場：八千代市民会館　第５会議室

6月

～

12月

6月 第6回

～ 千葉県ユース(U-13)サッカーリーグ

2月 （2部リーグ）

11 7月下旬 夏季合宿　　　 小学6年生 　合宿先：未定

12 7月下旬 夏季合宿  小学5年生 　合宿先：未定

13 8/10-11 村上杯 小学6年生 会場：八千代総合運動公園　

14 8月 夏季合宿 中学3年生 　合宿先：未定

8/24 　大韓民国仁川市

～ 韓国遠征 　親善試合・交流会

8/27 　一般家庭ホームステイ

16 8月 夏季合宿 中学1年生 　合宿先：未定

２０１９年度

5ブロック代表決定戦

18 ９月～１１月 八千代市民大会 小学生 　会場：八千代総合運動公園多目的広場　他

9月上旬 2019年度
～ 千葉県ユース(U-15)サッカー選手権　 

10月下旬 高円宮杯県予選

１０月上旬 2019年度
～ 千葉県クラブユース(U-14)

11月下旬 　　　サッカー選手権

20 中学生 　会場：中台球技場

17 ９月中旬
小学

４．5年生
　会場：栄レインボーグランド

19 中学生 　会場：フクダ電子スクエア　他

千葉県女子サッカー(U-15)リーグ ガールズ 　会場：浦安総合運動公園　他

10 中学1年生 会場：八千代総合運動公園多目的広場　他

15

6
小学生
4・5年生

　会場：八千代総合運動公園　他
八千代支部予選大会

7
小学生
２年生八千代市クラブ選手権

中学2年生

9

5 クラブ連盟　海浜リーグ 中学1年生 　会場：八千代市総合運動公園多目的広場他

令和元年（2019年)度事業計画

3 小学6年生 　会場：栄レインボーグラウンド　他



２０１９年度
千葉県ブロック代表

少年サッカー選手権県大会

22 11月 　全日本少年サッカー千葉県大会 小学6年生 　会場：千葉県内

23 11月下旬 ポカする杯 小学3年生 　会場：淑徳大学グランド　

24 11月 中志津招待大会 小学4～6年生 　会場：栄レインボーグランド

１月 JAバンクカップ・千葉テレビ旗争奪

～ 千葉県少年サッカー選手権大会

2月
12月上旬 ２０１９年度

～ 千葉県ユース(U-13)サッカー選手権

1月中旬 ブロック予選

27 12月上旬 八千代市オープントーナメント 小学6年生 会場：八千代市総合運動場　

28 12月～1月 千葉県女子（U-１５）サッカー新人戦 ガールズ 　会場：白井市陸上競技場　他

12/23 第29回
～ 　　ｺﾐﾆﾃｨｰﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟサッカー 

12/26 　　　　　　　　　　　　　　in八千代

30 1月中旬 中学生冬季合宿 中学生 　合宿先：未定

31 1月上旬 大和田カップ 小学5年生 　会場：八千代市総合グランド

32 1月下旬 高津杯　　　　 小学4年生 　会場：八千代市総合グランド

1月上旬 平成30年度
～ 千葉県ユース(U-13)サッカー選手権

1月下旬 県大会

34 1月上旬 八千代市サッカー(U-13)選手権　 中学1年生 　会場：八千代市内

35 2月上旬 スポルトカップ 小学3年生 　会場：八千代市総合運動公園多目的広場　他

小学6年生
保護者

37 2月中旬 KFC杯 小学6年生 　会場：八千代市総合運動公園多目的広場　

38 2月下旬 ５ブロック交流大会　　　　 小学3年生 　会場：三里塚グランド　

３/２５
～27

40 3月下旬 千葉県サッカーフェスティバル ガールズ 　会場：八千代市総合運動公園多目的広場　他

41 3月下旬 卒業記念親子サッカー　 小学6年生 　会場：八千代市総合運動公園多目的広場

42 3月下旬 卒団式　中学生の部 中学3年生 　会場：八千代市総合運動公園多目的広場

43 3月下旬 千葉県サッカーフェスティバル 中学生 　会場：八千代市総合運動公園多目的広場　他

44 3月 春季合宿 小学4.5年生 　合宿先：千葉県山武市横芝　

45 通年 くりやま幼稚園体育講師派遣事業 幼稚園児 　くりやま幼稚園体操指導講師派遣

46 通年 くりやま幼稚園サッカー指導 幼稚園児 　くりやま幼稚園サッカー指導

教育電話相談 　スポルト事務所電話で対応　TEL 047-459-0748
選手の生活面・学習などについて  元八千代市立南高津小学校長　久保　光則氏

各月第２ ・４土曜日10:00～１２:００

48 通年 スクール生練習会 小学生 　毎週火・木曜日

49 通年 ガールズスクール生練習会 小学生 　毎週木曜日

50 通年 クラブ生ジュニア練習会 小学生 　毎週水・金曜日

51 通年 クラブガールズ廉s仲介 ガールズ 　毎週水・金曜日

52 通年 クラブ生ジュニアユース練習会 中学生 　毎週火・水・木・金曜日

47 通年 保護者

36 2月中旬 新中学１年生入団説明会 　会場：市民会館

39 スキーキャンプ 小学5.5年生 　会場:福島県たかつえスキー場

29 中学生 　会場：八千代市総合グラウンド　他

33 中学1年生 　会場：八千代市総合運動公園多目的広場　他

25 小学6年生 　会場：千葉県内

26 中学1年生 　会場：未定　

21 11月 小学4.5年生 　会場：千葉県内



　月　日 事　　　項 　　備　　　　　　考

・週１ （金） １６：００～１７：００

会場：市民体育館柔道場

・一般クラス…週１ （木） １７：３０～１９：００

                   会場：市民体育館剣道場

・上級クラス…週２ （木） １７：３０～２０：００

　　　　　　　　　会場：市民体育館剣道場

　　　　　　　　　　　　（月） １８：００～２０：００

  2019.4/4 　　　　　　　　　会場：勝田台小学校

～ ・育成クラス…週３ （木） １７：３０～２１：００

2020.3/30 　　　　　　　　　会場：市民体育館剣道場

　　　　　　　　　　　　（土） １７：００～１９：００

　　　　　　　　　会場：小竹小学校

　　　　　　　　　（土） １８：００～２１：００

　　　　　　　　　会場：勝田台小学校

・中学生クラス…週１ （月） １９：００～２１：００

　　　　　　　　　会場：勝田台小学校

８月末  lesson17:15～　　　演技会19:45～（３０分）

３月末
　　　　　　　　 　会場：市民体育館剣道場

　※　上記の公式戦などの他、練習試合・親善試合などをチームの状態に合わせて行います。
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