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 スケジュール 

 1 月7 日(土) 全学年練習[3 年(A)]  8:30~12:00 弥生小学校 

   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) 

   三田市サッカー協会少年委員会 18:00~  キッピーモール 

   三田市サッカー協会少新年会    エストワール 

   午後 野球練習 

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

 1 月9 日(月) 特別練習(4 年、6 年) 

   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14 日(土) 3 年以上練習[2 年]  8:30~12:00 弥生小学校 

   JFA 公認D 級コーチ養成講習会   みきぼうパーク 

   エレメンツ尼崎カップ(5 年)    尼崎市東部浄化センター 

 1 月15 日(日) 全学年練習[1 年]   8:30~12:00 弥生小学校 

   JFA 公認D 級コーチ養成講習会   みきぼうパーク 

 1 月21 日(土) 全学年練習[6 年(A)]  8:30~12:00 弥生小学校 

   キンダーカップ(1 年、2 年)    駒ヶ谷運動公園(人工芝グラウンド) 

   三田市トレセン練習会(現4 年、5 年、6 年) 15:00~17:00 駒ヶ谷運動公園(人工芝グラウンド) 

   東舞子杯U-12 サッカー大会    淡路佐野運動公園 

 1 月22 日(日) 全学年練習[6 年(B)]  8:30~12:00 弥生小学校 

   東舞子杯U-12 サッカー大会    淡路佐野運動公園 

   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 

   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) 3 年以上練習[5 年(A)]  8:30~12:00 弥生小学校 

   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) 

   父母の会    19:30~  フラワータウン市民センター 
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 1 月29 日(日) 全学年練習[5 年(B)]  8:30~12:00 弥生小学校 

   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 

   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 

   三田市内リーグ(4 年)    駒ヶ谷運動公園(人工芝グラウンド) 

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

   三田カップ(6 年)     駒ヶ谷運動公園・城山運動公園 

 2 月5 日(日) 全学年練習[4 年(B)]  8:30~12:00 弥生小学校 

   三田カップ(6 年)     駒ヶ谷運動公園・城山運動公園 

 今後の予定 

 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) 三田市トレセン練習会(現4 年) 14:00~17:00 弥生小学校 

 2 月11 日(土) チビリン県大会 

  ~12 日(日) 

 2 月11 日(土) 「スポーツクラブ 21 弥生」連絡協議会 19:00~  弥生コミセン多目的室 

 2 月11 日(土) プチなでしこカップ(U-10 女子)    浜甲子園多目的グラウンド 

 2 月12 日(日) プチなでしこカップ(U-10 女子)    西宮浜人工芝グラウンド 

 2 月12 日(日) サッカー4 級審判員新規講習会 9:50~13:50 藍市民センター 

 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 

  ~19 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 

 2 月23 日(木) 走り方教室のため弥生小体育館使用不可(午前中) 

 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) 三田市トレセン練習会(現4 年、5 年、6 年) 16:00~18:00 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) 弥生幼稚園卒園式 

 3 月18 日(土) 市内リーグ(未定)     駒ヶ谷運動公園(人工芝グラウンド) 

 3 月18 日(土) 弥生ガールズ卒団式     弥生小学校 

 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19 日(日) 弥生FC 卒団式     弥生小学校 

  or 25 日(土) 

 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) 



弥生 FC 機関紙 SHOOT  2023 年 1 月号 

3 

 

 

 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 17 名、年中 7 名   (定員 20 名程度) 

➢ 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 88 1 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。 
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➢ 会員動静(12/25 現在) 

6 年生 12 名、5 年生 16 名、4 年生 18 名、3 年生 15 名、 

2 年生 12 名、1 年生 18 名、年長 16 名、年中 7 名     計 115 名 

〔新入会員〕 桧木 柚帆(年中)、足田 咲空(年中)、仲井 光音(4 年) 

大上 結大(2 年)、安丸 龍(4 年) 

〔退会員〕 吉屋 菜那心(4 年) 

 

 対外試合の結果 

 SERIO CUP(4 年、3 年)   11/27(日) 三木山総合運動公園 

  【3 年の部】 

   弥生 FC  - 加西 SC    1-0 勝ち 

   弥生 FC  - M.SERIO   1-4 負け 

   弥生 FC  - 安室 SC    3-1 勝ち 

  【4 年の部】 

   弥生 FC  - 学園 FC    1-3 負け 

   弥生 FC  - 広畑 SSS   1-0 勝ち 

   3 位決定戦 

   弥生 FC  - Criativa 尼崎 FC   0-6 負け 

 

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

予選リーグ 

弥生 FC  - ウッディ SC   0-0 引き分け 

弥生 FC  - 藍 SC    2-0 勝ち 

2 位ブロック 

弥生 FC  - けやき台ホーネッツ FC(イエロー) 1-0 勝ち 

弥生 FC  - FC うりぼう(インテル)  1-1 引き分け 

※2 位ブロック優勝 

 

 関西小学生サッカー大会丹有ベスト 12 大会 12/4(日) 駒ヶ谷運動公園(人工芝グラウンド) 

弥生 FC  - FC リベルテ氷上   7-0 勝ち 

弥生 FC  - ウッディ SC(ブラック)   10-2 勝ち 
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 うりぼう TM(4 年)    12/11(日) 篠山総合スポーツセンター 

   弥生 FC(B) - みさき FC    1-3 負け 

   弥生 FC(A) - 修斎 SSD   0-7 負け 

   弥生 FC(B) - 長尾ウォーズ FC   1-1 引き分け 

   弥生 FC(A) - 加西 FC    0-3 負け 

   弥生 FC(B) - 西宮シティ FC   0-5 負け 

   弥生 FC(A) - FC うりぼう(B)   2-0 勝ち 

   弥生 FC(A) - 弥生 FC(B)   1-2 

 

 三田市内リーグ(6 年)   12/17(土) 駒ヶ谷運動公園(人工芝グラウンド) 

   弥生 FC  - ウッディ SC(レッド)   1-0 勝ち 

   弥生 FC  - けやき台ホーネッツ FC(イエロー) 2-0 勝ち 

   弥生 FC  - 三田 FC(ブルー)   1-2 負け 

   弥生 FC  - FC リベルテ氷上   0-2 負け 

 

 レディス・ガールスフットサル大会  12/18(日) 駒ヶ谷体育館 

  【レディスの部】 

   弥生ミラクルズ - フォルテ    2-3 負け 

   弥生ミラクルズ - Estllazele   2-1 勝ち 

   弥生ミラクルズ - 甲山ジェイ   0-0 引き分け 

   弥生ミラクルズ - ファッロ    0-1 負け 

   ※3 位入賞 

  【ガールズ・高学年の部】 

   弥生ガールズ - ガールズ篠山   5-1 勝ち 

   弥生ガールズ - 福知山ガールズ   5-0 勝ち 

   弥生ガールズ - 藍 SC(ブルー)   0-2 負け 

   弥生ガールズ - ホーネッツガールズ(U-12)  10-0 勝ち 

   ※優勝 

 

 関西小学生サッカー大会丹有決勝リーグ(5 年) 12/18(日) 駒ヶ谷運動公園(人工芝グラウンド) 

   弥生 FC  - ウッディ SC(レッド)   2-2 引き分け 

   弥生 FC  - 虎ジュニア    2-1 勝ち 

   弥生 FC   FC うりぼう(ユーベ)   5-0 勝ち 

   ※丹有大会、優勝 

   関西小学生サッカー大会兵庫県大会に出場決定(2/18～19) 

   来年度、トップリーグ 2 部に参加決定 
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 全国小学生選抜サッカー2023HYOGO 丹有予選会 12/25(日) 駒ヶ谷運動公園(人工芝グラウンド) 

 (旧チビリン大会) 

  予選リーグ 

   弥生 FC  - ウッディ SC   1-1 引き分け 

   弥生 FC  - FC うりぼう   2-2 引き分け 

   ※準決勝 

   弥生 FC  - 篠山 FC    5-1 勝ち 

   ※決勝 

   弥生 FC  - ウッディ SC   4-2 勝ち 

   ※優勝。2 月 11 日(土)～12 日(日)の県大会出場決定 

 


