
 2019年度　習志野市サッカー協会第4種委員会スケジュール

2019年3月3日

大会名 会　場 備　考

ライオンズ杯3年 4月6日(土） 予選リーグ 少年サッカー場2面 ※　8人制

　　　　　主管　MSS・香澄 4月7日(日） 予選リーグ 少年サッカー場2面

4月20日(土） 予選リーグ 少年サッカー場2面

4月27日(土） 順位トーナメント 少年サッカー場2面

予備日 少年サッカー場2面

ライオンズ杯4年 4月14日(日） 1次リーグ 茜浜グラウンド2面・少年サッカー場

　　　　　主管　東習志野FC 4月21日(日） 順位リーグ 茜浜グラウンド2面・少年サッカー場

予備日

ライオンズ杯5年 5月3日(金） 1次リーグ 茜浜グラウンド2面・少年サッカー場

　　　　　主管　藤崎SC 5月4日(土） 順位リーグ 茜浜グラウンド2面・少年サッカー場

5月6日(月） 予備日 茜浜グラウンド2面・少年サッカー場

スポ少予選6年 少年サッカー場

　　　　　主管　加盟クラブ 予備日 少年サッカー場

ライオンズ杯6年 茜浜グラウンド2面

　　　　　主管　鷺沼FC 予備日 茜浜グラウンド2面

ライオンズ杯1･2年 7月6日(土） 2年生 茜浜グラウンド6面

　　　　　主管　向山イレブンSC 7月7日(日） 1年生 茜浜グラウンド6面

7月13日(土） 予備日 茜浜グラウンド6面

習志野市招待 8月24日(土） 1次リーグ 茜浜グラウンド2面・少年サッカー場・（　　　　　）

　　　　　主管　競技部 8月25日(日） 1次リーグ 茜浜グラウンド2面・少年サッカー場・（　　　　　）

8月31日(土） 2次リーグ 茜浜グラウンド2面・少年サッカー場・（　　　　　）

9月7日(土） 決勝トーナメント 第一カッターフィールド（多目的なし）

ライオンズカップ6年 準決勝・決勝 11月2日(土） 第一カッターフィールド（多目的あり） ※　総合表彰式

　　　　　主管　競技部

キッズサッカー大会U-6 11月4日(月） 茜浜グラウンド6面

　　　　　主管　競技部 11月23日(土） 予備日 茜浜グラウンド6面 ※　ラリー杯と共通予備日

ラリー杯1･2年 11月16日(土） 2年生 茜浜グラウンド6面

　　　　　主管　競技部 11月17日(日） 1年生 茜浜グラウンド6面

11月23日(土） 予備日 茜浜グラウンド6面 ※　キッズフェステュバルと共通予備日

スポ少交流戦 11月9日(土） 第一カッターフィールド（多目的なし）

　　　　　主管　加盟クラブ 11月16日(土） 第一カッターフィールド（多目的なし）

11月17日(日） 第一カッターフィールド（多目的なし）

ならしの朝日3年 12月7日(土） 予選リーグ 茜浜グラウンド2面 ※ 8人制 

　　　　　主管　谷津SC 12月8日(日） 予選リーグ 茜浜グラウンド2面

12月14日(土） 予備日 茜浜グラウンド2面

会長杯5年 1月19日(日） 茜浜グラウンド2面

　　　　　主管　秋津SC 1月25日(土） 準・決勝・ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ 茜浜グラウンド2面

会長杯4年 2月11日(火） 茜浜グラウンド2面

　　　　　主管　大久保SC 2月16日(日） 準・決勝・ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ 茜浜グラウンド2面

会長杯6年 2月24日(月） 1回戦 第一カッターフィールド（多目的あり） ※ フルピッチ

　　　　　主管　大久保東FC 2月29日(土） 2回戦 第一カッターフィールド（多目的あり）

3月1日(日） 準・決勝 第一カッターフィールド（多目的あり）

会長杯　共通予備日 1月25日(土） 予備日 茜浜グラウンド

2月1日(土） 予備日 茜浜グラウンド

2月2日(日） 予備日 茜浜グラウンド

2月23日(日） 予備日 茜浜グラウンド

2月29日(土） 予備日 茜浜グラウンド

ならしの朝日1･2年 3月7日(土） 2年生 茜浜グラウンド6面

　　　　　主管　向山イレブンSC 3月8日(日） 1年生 茜浜グラウンド6面

3月15日(日） 予備日 茜浜グラウンド6面

日程



 2019年度　習志野市サッカー協会第4種委員会スケジュール

県大会関係

大会名 会　場 備　考

6年生全日本 優先日 4月28日(日） 茜浜グラウンド・少年サッカー場

5月5日(日） 茜浜グラウンド・少年サッカー場

5月12日(日） 茜浜グラウンド・少年サッカー場

6月2日(日） 茜浜グラウンド・少年サッカー場

6月9日(日） 茜浜グラウンド・少年サッカー場

6月16日(日） 茜浜グラウンド・少年サッカー場 予備日

9月1日(日） 茜浜グラウンド・少年サッカー場

9月15日(日） 茜浜グラウンド・少年サッカー場

9月29日(日） 茜浜グラウンド・少年サッカー場

10月6日(日） 茜浜グラウンド・少年サッカー場

10月13日(日） 茜浜グラウンド・少年サッカー場

10月20日(日） 少年サッカー場 予備日

県大会会場（6年生CTC） 12月8日(日） 少年サッカー場

　　　　　　主管　　　 未定 12月15日(日） 少年サッカー場

1月26日(日） 少年サッカー場

10月6日(日）

10月12日(土） 予備日

11月3日(日） 少年サッカー場

11月9日(土） 予備日

11月17日(日） 少年サッカー場

11月23日(土） 予備日 少年サッカー場

トレセン関係

大会名 会　場 備　考

トレセン選考会 4月6日(土） 前期 茜浜グラウンド ※ 15:00～

            主管　技術部 4月13日(土） 前期 茜浜グラウンド ※ 15:00～

4月20日(土） 予備日 茜浜グラウンド ※ 15:00～

9月14日(土） 後期 茜浜グラウンド ※ 15:00～

9月21日(土） 後期 茜浜グラウンド ※ 15:00～

9月23日(月） 予備日 茜浜グラウンド ※ 15:00～  

トレセン交流会 6月1日(土） 第一カッターフィールド・茜浜グラウンド

            主管　技術部 10月26日(土） 茜浜グラウンド ※ 審判部と共催

11月2日(土） 茜浜グラウンド ※ 審判部と共催

習志野招待トレセン大会 12月22日(日） 第一カッターフィールド・茜浜グラウンド

            主管　技術部 12月23日(月） 第一カッターフィールド・茜浜グラウンド

審判部関係

大会名 会　場 備　考

交流大会 9月28日(土） 茜浜グラウンド

　　　　　主管　審判部 1月18日(土） 茜浜グラウンド

1月26日(日） 茜浜グラウンド

県大会会場（3年生ブロック代表）
         主管　県大会出場クラブ

県大会会場（5年生ブロック代表）
         主管　県大会出場クラブ

県大会会場（4年生ブロック代表）
         主管　県大会出場クラブ

日程

日程

日程

前期

後期


