
大会等 学年 場所 代表者会議 運営担当チーム

６ 定期評議委員会 やまぶき会館

２０ スポーツ少年団定時委員会 ラ・ボア・ラクテ
２７・５／１２ 4月14日 NU広谷・イレブンス

５／１８・２５ （やまぶき） パンサー・霞ヶ関少年

２８・２９ 芳野台 4月14日 キックSC・ストロングス

（３０） 教育センター （やまぶき） バッハロー・スパークス

４・５ 4月29日

（１２） （体育館）

１１ スポーツ少年団体育祭 陸上競技場
２６・６／１ 4月6日 岡田SC・イーグルファイター

６／２２・２３ （やまぶき） ライオンズ・ファースト

２・８ 芳野台 5月25日 NU広谷・イレブンス

（９） 教育センター （体育館） パンサー・霞ヶ関少年

１５ 指導者研修会／親の会・指導者懇親会 ラ・ボア・ラクテ
２２・２３ 少年団認定員養成講習会 陸上競技場
２９・３０ 4月6日 笠幡FC・福原SC

７／６・１３ （やまぶき） ヤンガース・ダイナモ川越東

７・１４ 芳野台 6月15日 岡田SC・イーグルファイター

（１５） 教育センター （ﾗ･ﾎﾞｱ・ﾗｸﾃ） ライオンズ・ファースト

２０・２１ ＫＪＳ５・４・３年生リーグ（前期）（予備日） ３～５年 上戸・芳野台
Ａ：鶴ヶ島市 7月15日

１７・１８ Ｂ：比企郡 （やまぶき）

２４（２５） Ｃ：川越市
Ｄ：狭山市
陸上競技場 8月24日 笠幡FC・福原SC

上戸（予備日） （やまぶき） ヤンガース・ダイナモ川越東

芳野台
７・２１ スポーツ少年団体力テスト会 陸上競技場
１４・１０／１２ NU広谷・イレブンス

１０／２６・１１／２ パンサー・霞ヶ関少年

２２・２３ 第７２回川越市民体育祭少年サッカーの部 上戸・安比奈 8月31日

２２(Ａ・Ｃクラス）２３（Ｂ・Ｄクラス） 芳野台 （体育館）

（２８・１０／５）予備日
１０／１４ Ａクラス  準々決勝・準決勝・決勝 陸上競技場

（１０／２６）予備日 陸上競技場
１１／４ Ｂ・Ｃ・Ｄクラス  準決勝・決勝　 陸上競技場

（１１／１６）予備日 陸上競技場
２９・１０／１３ 第４８回埼玉県サッカー少年団大会西部地区予選 各地 9月21日

（１０／１４・１９） （ 県大会は1/１２・１９・２／２） （代表１０チーム） （やまぶき）

２０・２７ 各地 9月21日

（１１／３・４） （代表１０チーム） （やまぶき）

（県大会は１２／１・２２）
２０・２７・ 10月12日

（１１／３・４） （未定）

１１／１０・１７

４ 指導者講習会（技術指導） 総合体育館
９・１０ 笠幡FC・福原SC

１７・２３ ヤンガース・ダイナモ川越東

１６ 審判（実技）講習会・アルディージャサッカー教室【予定】 陸上競技場 ※予約
※市民体育祭（Ｂ・Ｃ・Ｄ）が消化できた場合 社会人市民体育祭

２４・１２／１ 岡田SC・イーグルファイター

１２／１５・２２ ライオンズ・ファースト

１６・３０ 各地 11月3日

（１２／７） （川越入間北部） （体育館）

２０１９年度事業計画
月日

４

１３（１４）
第４回ｽｸｰﾙ21ｶｯﾌﾟ埼玉県ｽﾎﾟｰﾂ少年団U-10サッ
カー大会総合開会式

４年 上尾陸上競技場

ＫＪＳ５年生リーグ（前期） ５年 上戸・芳野台

第３６回川越ライオンズクラブ旗争奪川越市少年
サッカー大会

６年

５

第４３回関東少年サッカー大会埼玉県大会西部地
区予選（県大会は６／２３・３０）

代表 各地

ＫＪＳ３年生リーグ（前期） ３年 上戸・芳野台

７
第１４回武州ガスクリーンカップ（３年生大会） ３年

８ 第４２回埼玉西部地区少年サッカー育成大会 ３～６年

上戸・芳野台

９

１・８
（１６）

第２７回川越中央ロータリークラブ杯争奪川越市少
年サッカー大会

４年

ＫＪＳ５年生リーグ（後期） ５年 上戸・芳野台

３～６年

代表

６

第３１回くらづくり本舗杯川越市少年サッカー大会 ５年

ＫＪＳ４年生リーグ（前期） ４年

１１

ＫＪＳ４年生リーグ（後期） ４年 上戸・芳野台

１０

第４回ｽｸｰﾙ21ｶｯﾌﾟ埼玉県ｽﾎﾟｰﾂ少年団U-10サッ
カー西部地区予選 ４年

ＪＦＡ第４３回全日本U-12サッカー選手権大会埼玉
県大会

代表

５年

ＫＪＳ３年生リーグ（後期） ３年 上戸・芳野台

第１４回埼玉県第４種新人戦西部地区一次予選

各地



大会等 学年 場所 代表者会議 運営担当チーム

陸上競技場 11月30日 芳野SC・FC古谷

上戸（予備日） （体育館） 川鶴FC・ひまわりSC

１４ 第８回川越市サッカー少年団少女交流サッカー大会 陸上競技場
第３回 ＫＪＳ５年生・４年生リーグ選手権大会 11月30日 1/25は第２順位

※１／２５スポーツ少年団新春マラソン大会【第１優先】 （体育館）

２１・２８ 第１４回埼玉県第４種新人戦西部地区二次予選 各地 12月14日

（２９・１／５） （ 県大会は１／２６・２／９） （代表４チーム） （体育館）

１ １８（２５） スポーツ少年団新春マラソン大会 陸上競技場
１・２ ５・６年 陸上競技場　 1月18日

（８） 上戸・安比奈 （体育館）

（１日（開会式・１部 ）　２日（２部 ）  ） 芳野台
１１（１６） １部決勝トーナメント 陸上競技場  

上戸（予備日）
１５（１６） ２部決勝トーナメント 陸上競技場

上戸（予備日）
２２（２３） 準決勝・決勝（１・２部） 陸上競技場
２９・３／１ 陸上競技場　 2月15日 キックSC・ストロングス

　 教育センター （体育館） バッハロー・スパークス

（３/7) 上戸（予備日）
１５・２０ 陸上競技場 2月15日 芳野SC・FC古谷

（２１） 上戸（予備日） （体育館） 川鶴FC・ひまわりSC

各地

２０１９年度事業計画
月日

１２

７（８） ２０１９ JFA キッズ普及推進事業　Ｕ－８リーグ戦 ２年以下

２１（１／２５） ５・４年 陸上競技場

５年

第４１回Ｊ：ＣＯＭ川越杯争奪川越市少年サッカー親
善大会

第１０回川越市長杯争奪卒団サッカー大会 ６年

３
第１３回川越ライオンズクラブ杯川越ジュニアサッ
カー大会

２年以下

２

年
間

『埼玉県第４種リーグ戦』（４／１４・２１・５／６・１９・６/１６・７/１４・９/１・１５・１０/６）

（県選手権大会　１１月２３日・２４日・１２月８日・１５日）

☆トレセン活動・なでしこ活動は別途

☆９～１２月審判認定講習会（３・４級）の開催

☆指導者講習会・審判講習会・アルディージャ等サッカー教室の実施

☆なお、県並びに西部地区事業については、それぞれ総会承認がされていません。

　変更になる場合がありますので、予めご了承ください。
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