
 

2022 年 10 月号 

 

1 

 スケジュール 

 10 月1 日(土) 全学年練習[5 年(B)]  8:30~12:00 弥生小学校 

   蹴球杯(4 年)   未定  播磨光都グラウンド 

 10 月2 日(日) 全学年練習[4 年(A)]  8:30~12:00 弥生小学校 

   U-12 リーグ全日決勝予選会    駒ヶ谷運動公園(人工芝グラウンド) 

 10 月8 日(土)  全学年練習[4 年(B)]  8:30~12:00 弥生小学校 

   体育館 音楽会準備のため半面使用禁止 

 10 月9 日(日) 全学年練習[3 年(A)]  8:30~12:00 弥生小学校 

   丹有リーグ[最終節](6 年)    篠山スポセン・丹波の森公苑 

   ANIZADE CUP(5 年)    加東市第一グラウンド 

   県少女サッカー大会 予選    垂水運動公園 他 

 10 月10 日(月) 三田市内リーグ(5 年)    駒ヶ谷運動公園(人工芝グラウンド) 

   レディス等フットサル大会    駒ヶ谷体育館 

   三田市トレセン練習会(U-12，U-11) 16:00~18:00 駒ヶ谷運動公園(人工芝グラウンド) 

   体育館 音楽会準備のため半面使用禁止 

   2 年TM 鹿の子台FC    田園スポーツ公園 多目的グラウンド 

 10 月15 日(土) 全学年練習[3 年(B)]  8:30~12:00 弥生小学校 

   父母の会    19:30~  フラワータウン市民センター 

   体育館 音楽会準備のため半面使用禁止 

 10 月16 日(日) 弥生幼稚園運動会のため通常練習なし 

   県少女サッカー大会 決勝    神戸レディースフットボールセンター 

   体育館 音楽会準備のため半面使用禁止 

   4 年フットサル特別練習  12:00~16:00 城山公園体育館A 

 10 月17 日(月) 第2 回 学校のあり方検討会  18:00~19:00 弥生小学校 

 10 月18 日(火) スポーツ施設優先利用調整会(グラウンド) 19:00~  市役所2 号庁舎2 階 
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 10 月22 日(土) 3 年以上練習[2 年]  8:30~12:00 弥生小学校 

   武庫小音楽会 

   体育館 音楽会準備のため半面使用禁止 

   兵庫県女子U-12 プリンセスリーグ(第1 節)  しあわせの村球技場 

 10 月23 日(日) 全学年練習[6 年(A)]  8:30~12:00 弥生小学校 

   丹有U-10 フットサル大会    三ツ塚ふれあいセンター愛育館 

   キッズ練習なし 

   体育館 音楽会準備のため半面使用禁止 

   交流試合(5 年) うりぼう    今田グラウンド 

 10 月24 日(月) スポーツ施設優先利用調整会(グラウンド) 19:00~  市役所2 号庁舎2 階 

 10 月29 日(土) 弥生小学校音楽会のため通常練習なし 

   狭間小、けやき台小、あかしあ台小、学園小、ゆりのき台小音楽会 

   三田市サッカー協会少年委員会 18:00~  駒ヶ谷体育館講座室 

 10 月30 日(日) 全学年練習[6 年(B)]  8:30~12:00 弥生小学校 

   わいわいキッズ     駒ヶ谷運動公園(人工芝グラウンド) 

   丹有トレセン練習会(U-12，U-11、女子) 9:00~13:00 西紀グランド 

 11 月3 日(木) わいわいキッズ 予備日    駒ヶ谷運動公園(人工芝グラウンド) 

   県女子U-9 サッカーフェスティバル   みきぼうパーク 

 11 月5 日(土) 全学年練習[5 年(A)]  8:30~12:00 弥生小学校 

   第2 回三田市トレセン交流会    駒ヶ谷運動公園(人工芝グラウンド) 

   富士小、三田小音楽会 

   丹有キッズ U-9     篠山総合スポーツセンター 

   スポーツクラブ 21 弥生  19:00~  弥生コミセン 

 11 月6 日(日) 全学年練習[5 年(B)]  8:30~12:00 弥生小学校 

   兵庫県女子U-12 プリンセスリーグ(第3 節)  しあわせの村球技場 

 

 今後の予定 

 11 月12 日(土) 丹有サッカー協会少年委員会    篠山生涯学習センター 

 11 月12 日(土) U-10 フットサル県大会    姫路 

  ~13 日(日) 

 11 月12 日(土) 長尾小音楽会 

 11 月13 日(日) 丹有トレセン練習会(U-12，U-11、女子) 9:00~13:00 西紀グランド 

 11 月19 日(土) 弥生小防災訓練(終日) 

 11 月19 日(土) 父母の会    19:30~  フラワータウン市民センター 

 11 月19 日(土) 市総合少年少女フットサル大会    駒ヶ谷運動公園(人工芝グラウンド) 

  ～20 日(日) 

 11 月20 日(日) キッズ練習なし 

 11 月20 日(日) 全日U-12 県大会(ベスト 16) 
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 11 月23 日(水) 丹有キッズ U-8     駒ヶ谷運動公園(人工芝グラウンド) 

 11 月23 日(水) 全日U-12 県大会(ベスト 4) 

 11 月26 日(土) 市総合少年少女フットサル大会 予備日   駒ヶ谷運動公園(人工芝グラウンド) 

 11 月27 日(日) 関西小学生丹有予選(U-11)    駒ヶ谷運動公園・篠山スポセン 

 11 月27 日(日) 県トレセン(U-11、U-12、U-11 女子、U-12 女子)  北播衛生グラウンド 

 12 月3 日(土) 三田市内リーグ(未定)    駒ヶ谷運動公園(人工芝グラウンド) 

 12 月4 日(日) 関西小学生予選ベスト 8(U-11)   駒ヶ谷運動公園・篠山スポセン 

 12 月4 日(日) 丹有トレセン練習会(U-12，U-11？、女子) 9:00~13:00 西紀グランド 

 12 月10 日(土) 丹有4 種懇親会     未定 

 12 月10 日(土) 県トレセン(U-11、U-12、U-11 女子、U-12 女子)  北播衛生グラウンド 

 12 月10 日(土) 兵庫県U-10 少年サッカー大会 

  ~11 日(日) 

 12 月17 日(土) 三田市内リーグ(未定)    駒ヶ谷運動公園(人工芝グラウンド) 

 12 月17 日(土) 父母の会    19:30~  フラワータウン市民センター 

 12 月18 日(日) レディスフットサル大会    駒ヶ谷体育館 

 12 月18 日(日) 兵庫県女子U-12 プリンセスリーグ(第5 節)  しあわせの村球技場 

 12 月18 日(日) 関西小学生決勝ベスト 4(U-11)   駒ヶ谷運動公園(人工芝グラウンド) 

 12 月24 日(土) ドリームサッカーフェステイバル    駒ヶ谷運動公園(人工芝グラウンド) 

 12 月24 日(土) 弥生FC クリスマス会     弥生小学校 

 12 月24 日(土) 弥生FC コーチ会議   15:00~  フラワータウン市民センター視聴覚室 

 12 月25 日(日) チビリン丹有予選     駒ヶ谷運動公園(人工芝グラウンド) 

令和5 年 

 1 月7 日(土) 三田市内リーグ(未定)    駒ヶ谷運動公園(人工芝グラウンド) 

 1 月9 日(月) 県トレセン(U-11、U-12、U-11 女子、U-12 女子)  北播衛生グラウンド 

 1 月21 日(土) キンダーカップ     駒ヶ谷運動公園(人工芝グラウンド) 

 1 月22 日(日) 丹有トレセン練習会(U-12、U-11、女子) 9:00~13:00 西紀グランド 

 1 月22 日(日) 兵庫県女子U-12 プリンセスリーグ(第6 節)  しあわせの村球技場 

 1 月28 日(土) キンダーカップ 予備日    駒ヶ谷運動公園(人工芝グラウンド) 

 1 月29 日(日) 姫路トレセン交流会(丹有ﾄﾚｾﾝ U-12、U-11)  播磨光都グラウンド 

 1 月29 日(日) 兵庫県女子U-12 プリンセスリーグ(第7 節)  しあわせの村球技場 

 2 月4 日(土) 三田カップ(6 年)     駒ヶ谷運動公園・城山運動公園 

  ～5 日(日) 

 2 月11 日(土) 丹有トレセン練習会(U-12、U-11、女子) 9:00~13:00 西紀グランド 

 2 月11 日(土) チビリン県大会 

  ~12 日(日) 

 2 月18 日(土) 三田カップ(6 年) 予備日    駒ヶ谷運動公園・城山運動公園 

 2 月18 日(土) 関西小学生兵庫県大会 

  ~18 日(日) 

 2 月23 日(木) 総体女子フットサル大会(スマイルカップ)   駒ヶ谷体育館 
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 2 月25 日(土) 三田市内リーグ(未定)    駒ヶ谷運動公園(人工芝グラウンド) 

 2 月25 日(土) 都市対抗(丹有トレセン U-11)    未定 

  ～26 日(日) 

 2 月26 日(日) 三田市内リーグ(未定)    駒ヶ谷運動公園(人工芝グラウンド) 

 2 月26 日(日) レディス等フットサル大会    駒ヶ谷体育館 

 3 月4 日(土) 三田市内リーグ(未定)    駒ヶ谷運動公園(人工芝グラウンド) 

 3 月4 日(土) 丹有4 種代表者会議    篠山生涯学習センター 

 3 月5 日(日) 卒団記念フットサル大会    駒ヶ谷体育館 

 3 月12 日(日) 丹有トレセン練習会(U-12、U-11、女子) 9:00~13:00 西紀グランド 

 3 月18 日(土) 丹有トレセン選考会     駒ヶ谷運動公園(人工芝グラウンド) 

 3 月18 日(土) 弥生幼稚園卒園式 

 3 月19 日(日) 丹有4 種代表者会議    篠山生涯学習センター 

 3 月25 日(土) 丹有トレセン選考会     駒ヶ谷運動公園(人工芝グラウンド) 

 

 お知らせとお願い 

➢ 新入会員の募集 

✓ 小学生サッカー(主にグラウンドで活動) 

幼稚園児、1～3 年生を中心に会員の募集(女子も可)をしています。 

近所の方、知り合いの方の勧誘をお願いします。どこの地区の方でも歓迎します。 

新入会員の募集に強力に推し進めています。弥生ＦＣの良さをＰＲしてもらい、 

一人でも多くの会員が入会してもらうよう、現会員のお母さん、お父さん、宜しくお願いします。 

✓ ママさんフットサルチーム(弥生ミラクルズ) 

練習場所 弥生小学校体育館 

練習日時 土曜日 9:00～12:00 

  日曜日 14:00～17:00 

会費 一か月 500 円 (入会時に別途スポーツ保険の実費 1,850 円が必要です) 

幅広く、会員を募集していますので、どしどしご気軽にご参加ください。 

会員数 18 名 

✓ 小学生女子フットサルチーム(弥生ガールズ) 

練習場所 弥生小学校体育館 

練習日時 土曜日 9:00～12:00 

  日曜日 14:00～17:00 

会費 一か月 500 円 (入会時に別途スポーツ保険の実費 800 円が必要です) 

会員数 6 年生 4 名、5 年生 3 名、4 年生 3 名 計 10 名 

✓ 年中、年長サッカー(弥生キッズ) 

練習場所 弥生小学校グラウンド 

練習日時 日曜日 10:00～12:00 

会費 一か月 500 円 

会員数 年長 13 名、年中 3 名   (定員 20 名程度) 
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➢ 会費について 

3 か月分の会費 4,500 円を、下記の口座に振り込んで下さい。 

銀行名  三井住友銀行 

支店名  フラワータウン出張所 

口座種別 普通 

口座番号 3142660 

口座名  弥生フットボールクラブペガサス 

フローラ 881 階、三井住友銀行フラワータウン出張所の ATM で手続きすると振込手数料は掛かりません。 

➢ 会員動静(9/25 現在) 

6 年生 12 名、5 年生 16 名、4 年生 19 名、3 年生 15 名、 

2 年生 12 名、1 年生 17 名、年長 16 名、年中 5 名     計 114 名 

〔新入会員〕 小澤 一稀(年長） 

〔退会員〕 山本 梨之(1 年)、伊東みのり(2 年) 

 

 対外試合の結果 

三田市内リーグ(6 年、5 年)   9/3(土)  駒ヶ谷運動公園(人工芝グラウンド) 

 【チャンピオンリーグ】 

   弥生 FC(6 年) - ウッディ SC(レッド)   0-1 負け 

   弥生 FC(6 年) - FC リベルテ氷上   0-0 引き分け 

  3 位決定戦 

   弥生 FC(6 年) - 三田 FC    2-1 勝ち 

  ※3 位入賞 

  【チャレンジリーグ】 

   弥生 FC(5 年) - FC THUNDERS   4-0 勝ち 

   弥生 FC(5 年) - ウッディ SC(ブラック)   4-1 勝ち 

   弥生 FC(5 年) - けやき台ホーネッツ FC(ブルー)  7-0 勝ち 

   弥生 FC(5 年) - 三田 FC(ホワイト)   9-1 勝ち 

※優勝 

 

丹有少年サッカー大会(4 年)   9/4(日)  駒ヶ谷運動公園・篠山スポセン 

  駒ヶ谷運動公園会場 

弥生 FC(ドリーム) - FC リベルテ氷上   1-5 負け 

弥生 FC(ドリーム) - 藍 SC    2-0 勝ち 

  丹波篠山スポーツセンター会場 

   弥生 FC(ペガサス) - ウッディ SC(ブラック)   3-0 勝ち 

   弥生 FC(ペガサス) - FC THUNDERS   3-0 勝ち 

   弥生 FC(ペガサス) - けやき台ホーネッツ FC(イエロー) 0-4 負け 
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 AMIZADE TM(5 年)    9/10(土) ぜんぼうグリーンパーク 

   弥生 FC  - アミザージ神野 SC   1-0 勝ち 

   弥生 FC  - REDSTAR FC   2-3 負け 

   弥生 FC  - アミザージ神野 SC   2-2 引き分け 

   弥生 FC  - REDSTAR FC   4-0 勝ち 

弥生 FC  - アミザージ神野 SC   0-0 引き分け 

   弥生 FC  - REDSTAR FC   0-0 引き分け 

 

丹有リーグ第 2 節(6 年)    9/11(日) 丹波の森公苑 

   弥生 FC  - 氷上北 FC   0-1 負け 

   弥生 FC  - 三田 FC    2-3 負け 

 

 三田市内リーグ(4 年)    9/17(土) 駒ヶ谷運動公園人工芝グラウンド 

  【チャンピオンリーグ】 

   弥生 FC(ペガサス) - FC リベルテ氷上   4-1 勝ち 

   弥生 FC(ペガサス) - FC THUNDERS   6-0 勝ち 

   弥生 FC(ペガサス) - けやき台ホーネッツ FC(イエロー) 1-2 負け 

  3 位決定戦 

弥生 FC(ペガサス) - SC あかしあイレブン   0-0(PK2-3)負け 

  【チャレンジリーグ】 

   弥生 FC(ドリーム) - けやき台ホーネッツ FC(ブルー)  0-0 引き分け 

   弥生 FC(ドリーム) - ウッディ SC(ブラック)   0-2 負け 

   弥生 FC(ドリーム) - 藍 SC    0-1 負け 

 

 AMIZADE CUP(5 年)    9/18(日) 林田グラウンド 

   弥生 FC  - OAC2020   2-2 引き分け 

   弥生 FC  - アミザージ神野 SC   0-7 負け 

   弥生 FC  - どろんこ SS   2-1 勝ち 

   弥生 FC  - 西京極 JSC   2-6 負け 

 

 AMIZADE CUP(5 年)    9/23(金) ぜんぼうグリーンパーク 

   弥生 FC  - FOOTBALL LIFE JUEGO  2-0 勝ち 

   弥生 FC  - どろんこ SS   3-1 勝ち 

   弥生 FC  - コニーリョ中山 FC   2-2(PK5-4)勝ち 

  決勝戦 

   弥生 FC  - アミザージ神野 SC   1-4 負け 
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 蹴球杯(3 年)     9/24(土) 播磨光都サッカー場 

   弥生 FC  - 誉田 SSD   1-3 負け 

   弥生 FC  - エスペランサ FC   1-3 負け 

   弥生 FC  - 小宅 SC(B)   3-5 負け 

   弥生 FC  - 小宅 SC(A)   1-2 負け 

 

 丹有少年サッカー大会(4 年)   9/25(日) 丹波の森公苑 

  準々決勝 

   弥生 FC  - FC リベルテ氷上   1-1(PK3-4)負け 

 


