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１０　月　の　予　定

・今後の活動について
　平日練習
　　火曜日　低学年 17:00～19:00　　
　　　　        高学年自主練　6年生：毎週　
　　　　　　　　                     5年生：１・３週　
　　　　　　　                       4年生：２・４週
　　水曜日　高学年 18:00～20:00
　　金曜日　高学年 18:00～20:00　
　　　　        高学年自主練　17:00～18:00

　コロナ対策について、試合参加は当日の体調で判断

・連盟からの情報
　9/26　トレセンＵ１２、Ｕ１１（赤井）
　本部長杯（５年生）　10/11予選　10/18決勝　10/25予備日
　教育交流大会（２年生）　10/18
　教育長杯（４年生）　11/1予選　11/3決勝　11/8予備日

・育成会から
　来年は育成会結成５０周年

・１０月の目標
【声を出す！】

・その他連絡事項

　平日練習時、暗くなってきている。ホールが見づらくなるので
   むやみに蹴ったりしない。
　子供の携帯使用は原則禁止。緊急時でもなるべく大人が 会長：吉川 和希

   連絡を行う。 部長：酒井 大介

　副部学代間、他学年間の連絡を密にお願いします。 事務局　：　

　　岡村　泰央

　　雑賀　淳

　　荒井　貴幸

　　大金　丈也

　チームマスク　１０月中旬納品予定時　　間

９月の定例会より
場　　所

５年生
５年生
２年生

対象学年
１１日（日）
１８日（日）

（１）試合（天候等の理由により、日程が変わる場合があります）
備　考項　　　　目

本部長杯（予選）
本部長杯(決勝）
教育交流大会

期　日

期　日 対　象　学　年 場　所

（２）行事等

備考
（３）土曜日の練習

備　考項　　　　目期　日
１７日（土）

場　　所対象学年
定例会・スタッフ会議
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今　　月　　の　　試　　合　　結　　果

9/4　6年生　東小ＴＭ

リボ 0-7 青木中央
リボ 1-3 川口芝
リボ 2-2 川口芝
リボ 0-2 青木中央
リボ 0-1 川口芝
リボ 0-8 青木中央
リボ 0-4 青木中央
リボ 1-8 青木中央

9/22　4年生　東小ＴＭ

リボ 1-0 キッカーズ
リボ 1-0 キッカーズ
リボ 1-0 キッカーズ
リボ 0-0 キッカーズ
リボ 3-1 キッカーズ
リボ 1-1 キッカーズ
リボ 2-0 キッカーズ
リボ 3-0 キッカーズ

岡村：今日は負けなしでよ
かったです。
丸山：みんな楽しそうで良かっ
たです。
吉田：まだ物足りないです。
酒井：10月の教育交流大会に
向けて頑張りましょう。

リボ 0-4 戸田FC
リボ 0-4 飯塚
リボ 0-4 戸田FC
リボ 0-1 飯塚
リボ 0-9 戸田FC
リボ 0-2 飯塚
リボ 0-4 戸田FC
リボ 0-1 飯塚

雑賀：昨日できたことが出来な
くなってます。仲間を助ける声
を先にかけてあげましょう。

9/10　3年生　東小ＴＭ

リボ 1-1 キッカーズ
リボ 1-1 キッカーズ
リボ 0-0 キッカーズ
リボ 0-3 キッカーズ
リボ 0-1 キッカーズ
リボ 0-0 キッカーズ
リボ 0-2 キッカーズ

梅田：もっともっと頑張ってうま
くなってください。
岡村：デビュー戦お疲れ様。そ
うじゃない子もお疲れ様。

9/10　4・5年生　東小ＴＭ

リボ（5年） 1-2 キッカーズ
リボ（5年） 0-2 キッカーズ
リボ（4年） 4-0 キッカーズ
リボ（5年） 1-2 キッカーズ
リボ（5年） 0-1 キッカーズ
リボ（4年） 0-0 キッカーズ
リボ（5年） 5-2 キッカーズ
リボ（5年） 1-2 キッカーズ
リボ（4年） 0-1 リボ（5年）

9/19　6年生　東小ＴＭ

リボ 0-2 ファカルティ
リボ 4-0 リボ5年
リボ 1-0 ファカルティ
リボ 5-2 リボ5年
リボ 0-0 ファカルティ

9/20　6年生　四種リーグ

リボ 0-10 レガーラ
リボ 0-6 栄

9/21　4年生　ブロック大会

リボ 0-1 安行東
リボ 2-1 上青木
リボ 0-4 東スポ
リボ 0-2 上根東・慈林

雑賀：良く走っていたので次は
もう少しサッカーを楽しみま
しょう。
酒井：まだできることはあると
思うのでこれから一つずつ出
来るようになっていきましょう。

9/13　6年生　四種リーグ

リボ 2-7 美谷本
リボ 0-2 やまと

西田：今日も一つレベルが上
がったと思います。

リボ 0-0 青木中央
リボ 1-1 鳩南
リボ 0-3 青木中央
リボ 0-3 鳩南

西田：行くしかない！！

8/30　6年生　四種リーグ

1  たける  2019回
2  ゆいと  1375回
3  はると  1321回
4  れんな  1143回
5  ひろまさ 512回
6  こたろう 350回
7  そうま   332回
8  しゅんや 180回
9  つかさ   170回
10 あさと   135回

リフティング検定合格級

1級 たける
2級 ゆいと
      はると
3級 れんな
4級 ひろまさ
      こたろう
      そうま
      しゅんや
      つかさ
      あさと
      ななみ
      たいよう
5級 ゆうと
      たいき
      えいた
      あすか
      ゆう
      ひろと
      かける

リフティング連続成功回数9/21　6年生　東小ＴＭ 9/22　2年生　キッカーズＴＭ9/5　6年生　四種リーグ 9/19　5年生　東小ＴＭ8/29　6年生　青木中央ＴＭ

リボ 0-3 東スポ
リボ 0-0 東スポ
リボ 1-1 東スポ
リボ 0-0 東スポ

9/5　5年生　東小ＴＭ

リボ 0-0 東スポ
リボ 0-0 東スポ
リボ 3-0 東スポ
リボ 0-1 東スポ

高松：久しぶりの試合の割に
は良く動けていました。明日も
頑張りましょう。

リボ 1-3 本町
リボ 0-10 ストゥレガーレ

リボ 0-5 戸田FC
リボ 2-3 西堀B

リボ 0-2 ファカルティ
リボ 0-4 リボ（6年）
リボ 0-3 ファカルティ
リボ 2-5 リボ（6年）
リボ 0-3 ファカルティ

宮下・高松：10月から始まる本
番に向けて頑張りましょう。


