
No 月日 行　　事　　名 区　分 備　　　　　　考

1 4/1 新中学１年生入団式 中学生 　会場:市民会館　保護者度同席

2 4/2～4 ガールズ春季合宿 ガールズ 　合宿先：千葉県横芝町　松原荘

3 4/9-5/7 第28回　クラブユースサッカー選手権 中学生 　会場：八千代市総合グラウンド　他

4/15

～

5/6      　　　　    （ ベスト８)

4/22 U12サッカーリーグINちば

～

10/7

4/27

～

11/3      　　　　     (全体8位）

5/13

～

11/4

8 5／19 平成３０年度第１回理事会 理事・役員 　会場:竹乃

5/20

～

6/24 八千代支部予選大会

6/10 第35回

～

6/24 　　２年4位　１年準優勝

6/18 第6回

～ 千葉県ユース(U-13)サッカーリーグ

2/25 (2部リーグ昇格）

12 6/18 平成３０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

7/14

～

7/16 　　フェスティバル　　優勝

１４ 7/25-27 夏季合宿  小学６年生 　合宿先：茨城県波崎

１５ 8/11-12 村上杯 小学6年生 　会場：八千代市総合グラウンド　他

16 8/18-19 志津FC招待大会 小学6年生 　会場：岩名球技場

1/14 千葉県高円宮杯(U-15)サッカーリーグ 

～

8/26

8/18

～

8/20   フェスティバル　優勝

パネルディスカッション

『今後のスポーツの在り方』
19 8/26 一　般 　会場:生涯学習プラザ

１７ 中学生 　会場：フクダ電子スクエア　他
2部リーグ１１位

18
夏季合宿

中学1年生 　合宿先：茨城県波崎

5 小学6年生 　会場：栄レインボーグラウンド　他
前期３位・後期１位

平成３０年度事業報告

4 ガールズ 　会場：千葉県スポーツセンター　他
千葉県女子ユース(U-15)選手権

　会場：八千代市総合グラウンド　

　会場：八千代フットサルガーデン

6 中学1年生 　会場：八千代市総合運動公園多目的広場他

7 千葉県女子サッカー(U-15)リーグ ガールズ 　会場：八千代市総合グラウンド　他

クラブ連盟　海浜リーグ

10
小学生

1．2年生　　八千代市クラブ選手権　 

9
千葉県少年サッカー選手権大会 小学生

4・5年生

13
夏季合宿　　　

　合宿先：群馬県嬬恋村中学2年生

11 中学1年生 会場：八千代総合運動公園多目的広場　他



20 8/27-29 夏期合宿 ガールズ 　合宿先：埼玉県小鹿野町小鹿荘

教育講演会

『これから求められる学力』

　　講師:八千代松陰高等学校

　　　　　　　教頭　金子智之先生

22 9/15～11/18 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

9/16 千葉県ユース(U-15)サッカー選手権県　高円宮杯 

～

107

11/4 全日本少年サッカー千葉県大会

～18       (ベスト８）

JAバンクカップ・千葉テレビ旗争奪 　会場：サンフット

千葉県少年サッカー選手権大会 　１回戦

26 11/17 中学新入生セレクション練習会 小学6年生 　会場:八千代市総合グラウンド

平成３０年度

千葉県ブロック代表少年サッカー選手権大会

28 12/2-3 八千代市オープントーナメント 小学6年生 　会場：八千代市総合運動公園多目的広場

29 12/10 中学新入生セレクション練習会 小学6年生 　会場：八千代市総合運動公園多目的広場

12/8 平成３０年度

～ 千葉県ユース(U-13)サッカー選手権

1/6 　ブロック予選 

12/22 第２８回　

～ コミュニティワールドカップ

12/25 　　　　　　　サッカーin八千代

12/22

～23

33 12/25-27 ガールズ冬季合宿 ガールズ 　会場：横芝光町　バーネットヒルズ

34 1/4-6 冬季合宿 中学2年生 　合宿先：茨城県波崎

３５ 1/21 高津杯 小学4年生 　会場：八千代市総合グラウンド

1/27 平成30年度

～ 千葉県ユース(U-13)サッカー選手権

2/17 県大会

2/3 　会場：市内各中学校

～

3/2

38 2/3 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　

39 2/10 新中学1年生入団説明会 6年/保護者 　会場：八千代市民会館

40 3/9-10 春季合宿 小学３．４．５年生 　会場：千葉県横芝光町　　松原荘

３７ 八千代市サッカー(U-13)選手権　優勝 中学1年生

３２ 冬季合宿 小学5年生 　合宿先：茨城県波崎

36 中学1年生 　会場：習志野茜浜グラウンド　他

　会場：八千代市総合運動公園多目的広場

30 中学1年生 　会場:八千代市総合グラウンド

31 中学2年生 　会場：八千代市総合グラウンド　他

25 11/4 小学6年生

27 11/19 小学5年生

23 中学生 　会場：フクダ電子スクエア　他
2次ラウンド敗退

24 小学6年生 　会場：レイソルグランド

21 9/8 一　般 　会場:生涯学習プラザ



41 3/24 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 3/28 卒団式　中学生の部 中学3年生 　会場：八千代市総合グラウンド

43 3/31 2019年度中学新１年生入団式 中学新入生 　会場：八千代市民会館　保護者同席

教育電話相談 　スポルト事務所電話で対応

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

各月第２・４土曜日　10:00～12:00　 　　　　久保 光則氏

45 通年 くりやま幼稚園体育講師派遣事業 幼稚園児 　四街道市くりやま幼稚園体育指導

46 通年 くりやま幼稚園サッカー出張指導 幼稚園児 　四街道市くりやま幼稚園サッカー指導

47 通年 宮久保幼稚園サッカー出張指導 幼稚園児 　市川市宮久保幼稚園サッカー指導

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・ガールズ練習会 小学生・ガールズ 　毎週水・金曜日

51 通年 クラブ生ジュニアユース練習会 中学生 　毎週火・水・金曜日

コーディネーションスクール　　　　　　　　　　新体操スクール
月日 事項 備考

4/5 ～ 4/26
体験期間
（全４回）

週１（木）　　１７：００～１８：００　　

5/10 ～ 7/26

１クール
(３カ月)全１２
回
男子４名
女子２名

会場：市民体育館柔道場

5/25 体験 週１（金）　　１６：００～１７：００　　

6/1 ～ 12/14
全２０回
男子３名

　　　　会場：市民体育館柔道場

１７：００～１８：００　

           会場：市民体育館剣道場

・一般クラス…週１（木）

　　　　　　１７：３０～１８：３０

           会場：市民体育館剣道場

・上級クラス…週２

　　　　　　(木）１７：３０～１８：３０

           会場：市民体育館剣道場

（月）１８：００～２０：００

会場：勝田台小学校

44 通年 保護者
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8/30 ～ 9/27
体験期間
（全6回）

10/4 ～ 3/28

lesson期間
（6カ月,全45
回）

・一般クラス
３名

・上級クラス
４名

・中学生
３名



・中学生クラス…週１

　　　　　　(月）１９：００～２１：００

会場：勝田台小学校

lesson　　　 １７：１５～　

演技会　　　19:45～

　　　　　会場：市民体育館剣道場

　　　　　　小学生クラブ会員 　　　　　　　１１７

　　　　　　中学生クラブ会員 　　　　　　　　５５

　　　　　ガールズクラブ会員 　　　　　　　　１１

　　　　　　　　　　クラブ会員　　計 　　計 　　　　　　　１８３

小学生・幼児スクール生会員 　　計 　　　　　　　　５９

　　　　　　　　　　会 員 数 　合　計 　　　　　　　２４２

　　男子・女子の中学生３年生は30年１０月末の在籍者数です。

会員数は平成３1年３月末の在籍者数です。

平成30年度会員数

　※　上記の公式戦などの他、練習試合や親善試合などをチームの状態に合わせて行いました。
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10/4 ～ 3/28

lesson期間
（6カ月,全45
回）

・一般クラス
３名

・上級クラス
４名

・中学生
３名

3/28
演技会

（お披露目）


