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 スケジュール 

 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 

   フットサル練習(4 年)   13:30~15:30 弥生小学校体育館 

   フットサル練習(5 年)   15:30~17:30  弥生小学校体育館 

 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 

   関西小学生兵庫県大会抽選会 15:00~  みきぼうクラブハウス 

   読売杯少年サッカー5 年生大会   播磨光都グラウンド 

 2 月11 日(土) 3 年以上練習[3 年(A)]  8:30~12:00 弥生小学校 

   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 

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

   全国小学生選抜サッカー大会(5 年)   みきぼう陸上競技場 

   「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 

   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 

   フットサル練習(4 年)   14:00~17:00 弥生小学校体育館 

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

   全国小学生選抜サッカー大会(5 年)   みきぼう陸上競技場 

   プチなでしこカップ(U-10 女子)    西宮浜 

   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 

   川西トレセン主催(三田市トレセン U-12、U-11)  未定 

 2 月13 日(月) 弥生及び富士小学校再編地域全体協議会 19:00~20:30 フラワータウン市民センター 
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 2 月18 日(土) 全学年練習[2 年]   8:30~12:00 弥生小学校 

   三田カップ(6 年) 予備日    駒ヶ谷運動公園・城山運動公園 

   関西小学生兵庫県大会 

   父母の会    19:30~  フラワータウン市民センター 

   びわ湖なでしこサッカー大会(丹有トレセン女子) 

   フットサル練習(4 年)   14:00~17:00 弥生小学校体育館 

 2 月19 日(日) 全学年練習[1 年]   8:30~12:00 弥生小学校 

   関西小学生兵庫県大会 

   びわ湖なでしこサッカー大会(丹有トレセン女子) 

 2 月20 日(月) 弥生小学校再編地域全体協議会 19:00~20:30 フラワータウウン市民センター 

 2 月21 日(火) 富士小学校再編地域全体協議会 19:00~20:30 フラワータウウン市民センター 

 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 

   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) 3 年以上練習[6 年(A)]  8:30~12:00 弥生小学校 

   三田市トレセン練習会(現4 年、5 年) 13:00~17:00 駒ヶ谷運動公園() 

   都市対抗(丹有トレセン U-11)    しあわせの村 

   うりぼう TM(4 年1 チーム)    篠山総合スポーツセンター 

   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 

   6 年使用    午後  弥生小学校体育館 

 2 月26 日(日) 全学年練習[6 年(B)]  8:30~12:00 弥生小学校 

   都市対抗(丹有トレセン U-11)    しあわせの村 

   三田市4 年・5 年フットサル大会   駒ヶ谷体育館 

   うりぼう TM(3 年1 チーム)    篠山総合スポーツセンター 

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

   三田市内リーグ(3 年)    駒ヶ谷運動公園() 

   丹有4 種代表者会議    篠山生涯学習センター 

   北五葉カップ 2 年生大会    しあわせの村 

   フットサル練習(4 年)   14:00~17:00 弥生小学校体育館 

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

   卒団記念フットサル大会    駒ヶ谷体育館 

 3 月11 日(土) 3 年以上練習[4 年(A)]  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 

   フットサル練習(4 年)   14:00~17:00 弥生小学校体育館 

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

   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) 通常練習なし 

   午前中、弥生幼稚園卒園式のため、弥生小学校駐車場に 30 台駐車 

   弥生FC 卒団式   12:00~17:00 駒ヶ谷運動公園() 
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 3 月19 日(日) 5 年以下練習[3 年(A)]  8:30~12:00 弥生小学校 

   丹有4 種代表者会議    篠山生涯学習センター 

 3 月23 日(木) 弥生小学校卒業式 

 3 月25 日(土) 3 年以上練習[3 年(B)]  8:30~12:00 弥生小学校 

   丹有トレセン選考会 (午前5 年、午後4 年)  駒ヶ谷運動公園() 

   フットサル練習(4 年)   14:00~17:00 弥生小学校体育館 

 3 月26 日(日) 通常練習なし 

   H10C 少年サッカー大会(5 年)    淡路佐野運動公園 

   特別練習      弥生小学校 

 

 今後の予定 

 新年度の行事予定 

 4 月1 日(土) 三田市内リーグ(未定)    駒ヶ谷運動公園 

 4 月2 日(日) U-12 丹有リーグ(前期1 節)    駒ヶ谷運動公園・篠山スポセン 

 4 月9 日(日) U-12 丹有リーグ(前期2 節)    丹波の森公苑・篠山スポセン 

 4 月15 日(土) トップリーグ 2 部(新6 年)第1 節・第2 節  未定 

 4 月15 日(土) 三田市内リーグ(未定)    駒ヶ谷運動公園 

 4 月16 日(日) トップリーグ 2 部(新6 年)第3 節・第4 節  未定 

 4 月16 日(日) 丹有大会U-10 予選(新4 年)   駒ヶ谷運動公園・篠山スポセン 

 4 月16 日(日) レディス等フットサル大会    駒ヶ谷体育館 

 4 月22 日(土) 県U-12 丹有予選(新6 年)    駒ヶ谷運動公園・篠山スポセン 

 4 月23 日(日) 県U-12 丹有予選(新6 年)    丹波の森公苑・篠山スポセン 

 4 月29 日(土) 弥生FC 総会   15:00~  フラワータウン市民センター視聴覚室 

 4 月30 日(日) 三田市内リーグ(未定)    駒ヶ谷運動公園 

 5 月3 日(水) 三田市主催少女サッカー大会    駒ヶ谷運動公園 

 5 月4 日(木) 三田市内リーグ(未定)    駒ヶ谷運動公園 

 5 月5 日(金) 三田市U-11 市長杯    駒ヶ谷運動公園 

 5 月6 日(土) 三田市U-11 市長杯    駒ヶ谷運動公園 

 5 月7 日(日) わいわいキッズ     駒ヶ谷運動公園 

 5 月7 日(日) バーモントカップ丹有予選(新6 年・新5 年)  駒ヶ谷体育館 

 5 月14 日(日) U-12 丹有リーグ(前期3 節)    丹波の森公苑・篠山スポセン 

 5 月20 日(土) トップリーグ 2 部(新6 年)第5 節・第6 節  未定 

 5 月20 日(土) 三田市内リーグ(未定)    駒ヶ谷運動公園 

 5 月21 日(日) 県U-12・丹有U-10 決勝(新6 年・新4 年)  駒ヶ谷運動公園 

 5 月27 日(土) 三田市内リーグ(未定)    駒ヶ谷運動公園 

 5 月28 日(日) U-12 丹有リーグ(前期4 節)    丹波の森公苑・篠山スポセン 

 6 月3 日(土) 丹有キッズＵ9     篠山総合スポーツセンター 

 6 月3 日(土) 三田市内リーグ(未定)    駒ヶ谷運動公園 

 6 月4 日(日) 三田市内リーグ(未定)    駒ヶ谷運動公園 
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 6 月11 日(日) U-12 丹有リーグ(後期1 節)    丹波の森公苑・篠山スポセン 

 6 月17 日(土) 丹有キッズＵ8     駒ヶ谷運動公園 

 6 月17 日(土) 学年別フットサル大会    駒ヶ谷体育館 

 6 月17 日(土) トップリーグ 2 部(新6 年)第7 節・第8 節  未定 

 6 月18 日(日) トップリーグ 2 部(新6 年)第9 節・第10 節  未定 

 6 月18 日(日) U-12 丹有リーグ(後期2 節)    丹波の森公苑・篠山スポセン 

 6 月24 日(土) 三田市内リーグ(未定)    駒ヶ谷運動公園 

 6 月25 日(日) U-12 丹有リーグ(後期3 節)    丹波の森公苑・篠山スポセン 

 7 月1 日(土) バーモント CUP 県大会    未定 

  ~2 日(日) 

 7 月8 日(土) JCOMCUP･U-12 県大会    未定 

  ~9 日(日) 

 7 月15 日(土) トップリーグ 2 部(新6 年)第11 節・第12 節  未定 

 7 月16 日(日) トップリーグ 2 部(新6 年)第13 節・第14 節  未定 

 7 月16 日(日) 三田市内リーグ(未定)    駒ヶ谷運動公園 

 7 月17 日(月) JCOMCUP･U-12 県大会(ベスト 4)   未定 

 7 月22 日(土) 丹有少年委員会代表者会議    篠山生涯学習センター 

 7 月23 日(日) 三田市ホットモットフットサル大会   駒ヶ谷体育館 

 7 月29 日(土) 三田市内リーグ(未定)    駒ヶ谷運動公園 

 7 月30 日(日) 三田市内リーグ(未定)    駒ヶ谷運動公園 

 

 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 
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✓ 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。 

➢ 会員動静(2/1 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〕  

  〔退会員〕  

➢ 来年度の役員改選  

  会長 廻直之さん 副会長 橋本浩幸さん 副会長 足田裕哉さん 

  会計 松本大樹の母 

  班長 6 年 山川母・辻母・松本阿輝母(6 月まで) 

   5 年 山本陽母・佃怜侑母・松本樹母・宮嶋母 

   4 年 浜森母・橋本暖空母・日暮母 

   3 年 門田母・寺西母 

   2 年 豊田さん・才原さん 

➢ 卒団式 

  3 月 18 日(土) 12:00~17:00 駒ヶ谷運動公園 

  5 号球サッカーボール・マイクの準備・卒団記念集 

  1 年~6 年が参加 

  具体的な内容は 6 年の父母の会に一任 
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➢ ユニホームの整理 

  現在の班長さんで、倉庫等に保管しているユニホームの在庫を整理して、 

  次の父母の会までに笠原まで報告。 

 

➢ 弥生小学校卒業式は３月２３日（木）です。その準備のため、３月１３日（月）から卒業式当日まで、体育館

は使用禁止になります。 

 

➢ 4 月 9 日(日)は兵庫県県会議員の選挙日です。4 月 8 日(土)~4 月 9 日(日)までは、体育館は使用禁止になり

ます。 

 

 対外試合の結果 

 キンダーカップ(2年・1 年)   1/21(土) 駒ヶ谷運動公園 

  【2 年の部】 

   弥生 FC(レッド) - FC リベルテ氷上  0-4  負け 

   弥生 FC(レッド) - 篠山 FC   2-1  勝ち 

   弥生 FC(レッド) - SC あかしあイレブン  1-2  負け 

   弥生 FC(イエロー) - ウッディ SC(ルート)  0-7  負け 

   弥生 FC(イエロー) - 氷上北 SC  0-1  負け 

  【1 年の部】 

   弥生 FC(レッド) - FC THUNDERS  1-4  負け 

   弥生 FC(レッド) - 三田 FC   2-1  勝ち 

   弥生 FC(レッド) - ジョカーレ成松 JSC  1-1  引き分け 

   弥生 FC(イエロー) - 山南 FC   0-0  引き分け 

   弥生 FC(イエロー) - ウッディ SC(A)  1-5  負け 

   弥生 FC(ブルー) - 藍 SC   1-0  勝ち 

   弥生 FC(ブルー) - ウッディ SC(B)  1-5  負け 
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 東舞子杯U-12(6年)   1/21(土) 淡路佐野運動公園 

  予選リーグ 

   弥生 FC  - 明石 FC   3-1  勝ち 

   弥生 FC  - 東舞子 SC  0-1  負け 

   弥生 FC  - 洲本 SC   3-0  勝ち 

   ※ブロック 1 位で翌日の決勝トーナメントに進出 

 

 東舞子杯U-12(6年)   1/22(日) 淡路佐野運動公園 

  決勝トーナメント 

   弥生 FC  - 井吹台 SC  0-0(PK5-4) 勝ち 

   弥生 FC  - 神戸 FC   0-6  負け 

   弥生 FC  - 新多聞 SC(A)  0-7  負け 

   ※24 チーム中、4 位入賞 

 

 三田市内リーグ(4年)   1/29(日) 駒ヶ谷運動公園 

  【チャンピオンリーグ】 

   弥生 FC(ペガサス) - ウッディ SC(レッド)  0-4  負け 

   弥生 FC(ペガサス) - SC あかしあイレブン  0-5  負け 

   弥生 FC(ペガサス) - 三田 FC   3-1  勝ち 

  【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 2-0  勝ち 

   弥生 FC(ドリーム) - 藍 SC   1-1  引き分け 

   弥生 FC(ドリーム) - ウッディ SC(ブラック)  1-0  勝ち 

   ※準優勝 


