
平成24年度　習志野市サッカー協会第四種委員会スケジュール

大会名 会　場 備　考

ライオンズ杯3年 4月14日(土） 少年サッカー場 ※　8人制

　　　　　主管　香澄 4月15日(日） 少年サッカー場

以降別途調整 少年サッカー場他 別途連絡

ライオンズ杯4年 4月7日(土） 1次リーグ 茜浜2面 予備日：8,14,15日　少年サッカー場

　　　　　主管　東習志野 4月21日(土） 順位リーグ 茜浜2面 予備日：22,29,30日　少年サッカー場

ライオンズ杯5年 5月3日(木） 1次リーグ 茜浜2面・少年サッカー場

　　　　　主管　藤崎 5月4日(金） 順位リーグ 茜浜2面・少年サッカー場

5月5日(土） 予備日 少年サッカー場

スポ少予選6年 少年サッカー場

県大会会場（6年生全日本） 5月6日(日） 少年サッカー場 ※　8人制

　　　　　主管　ＭＳＳ 5月12日(土） 予備日 少年サッカー場

5月13日(日） 少年サッカー場

5月19日(土） 予備日 少年サッカー場

県大会会場（4年生選手権） 6月3日(日） 少年サッカー場

　　　　　主管　大久保東 6月9日(土） 予備日 少年サッカー場

6月10日(日） 茜浜 ※　5年生県大会と同会場にて開催

6月16日(土） 予備日 茜浜 ※　5年生県大会と同会場にて開催

県大会会場（5年生選手権） 6月10日(日） 茜浜 ※　4年生県大会と同会場にて開催

　　　　　主管　実籾 6月16日(土） 予備日 茜浜 ※　4年生県大会と同会場にて開催

6月17日(日） 少年サッカー場

6月23日(土） 予備日 少年サッカー場

6月24日(日） 少年サッカー場

6月30日(土） 予備日 少年サッカー場

トレセン交流会 6月16日(土） 秋津サッカー場 ※　2時間

ライオンズ杯1･2年 7月14日(土） 1・2年生 茜浜6面 ※　AM:2年生　PM:1年生

　　　　　主管　向山 7月15日(日） 予備日 茜浜6面

ライオンズ杯6年 7月7日(土） 茜浜2面

　　　　　主管　鷺沼 7月14日(土） 準・決勝 少年サッカー場

7月15日(日） 予備日 少年サッカー場

7月16日(月） 予備日 少年サッカー場

フェスティバル4年 8月25日(土） 茜浜2面（PM）

　　　　　主管　東習志野 9月8日(土） 少年サッカー場(11:00～) ※　8月25日に参加できないチームの予備日

9月9日(日） 準・決勝 少年サッカー場（AM）

9月17日(月） 予備日 少年サッカー場

習志野市招待 9月1日(土） 1次リーグ 茜浜2面・少年サッカー場・谷津南小

主管　習志野招待運営委員会 9月2日(日） 1次リーグ 茜浜2面・少年サッカー場・香澄小

9月8日(土） 2次リーグ 茜浜2面・谷津南小・秋津小

9月9日(日） 決勝トーナメント 秋津サッカー場 ※　秋津小（アップ場として確保）

9月16日(日） 予備日 秋津サッカー場 ※　ライオンズ杯との共通予備日

ライオンズカップ決勝4・5・6年 9月15日(土） 決勝のみ3試合 秋津サッカー場

　　　　　主管　競技部 9月16日(日） 予備日 秋津サッカー場 ※　習志野招待との共通予備日

フェスティバル5年 9月17日(月） 茜浜2面

　　　　　主管　大久保 9月22日(土） 準・決勝 少年サッカー場

9月29日(土） 予備日 少年サッカー場 ※　ＣＴＣ杯との共通予備日

県大会会場（CTC） 9月23日(日） 少年サッカー場

　　　　　主管　実籾 9月29日(土） 予備日 少年サッカー場 ※　フェスティバル（5年生）との共通予備日

9月30日(日） 少年サッカー場

10月6日(土） 予備日 少年サッカー場

10月7日(日） 少年サッカー場

10月13日(土） 予備日 少年サッカー場(11:00～)

10月14日(日） 少年サッカー場

10月20日(土） 予備日 少年サッカー場

日程



平成24年度　習志野市サッカー協会第四種委員会スケジュール

大会名 会　場 備　考日程

ラリー杯1･2年 10月6日(土） 2年生 茜浜6面

10月7日(日） 1年生 茜浜6面

11月23日(金） 予備日 茜浜6面

県大会会場（3年生選手権） 10月21日(日） 少年サッカー場 ※　8人制

10月27日(土） 予備日 少年サッカー場

トレセン交流会 10月27日(土） 茜浜2面

　　　　　主管　技術部 11月4日(日） 少年サッカー場

11月10日(土） 茜浜2面

キッズサッカー大会U-6 11月3日(水） 茜浜6面

　　　　　主管　競技部

フェスティバル6年 11月10日(土） 1回戦 秋津サッカー場・少年サッカー場（11:00～）

　　　　　主管　ＭＳＳ 11月17日(土） 予備日 少年サッカー場

11月18日(日） 2回戦 秋津サッカー場

11月18日(日） 予備日 香澄小 ※　秋津サッカー場が使用出来ない場合

11月23日(金） 準・決勝 秋津サッカー場

ならしの朝日3年 11月17日(土） 茜浜2面 ※　11人制

　　　　　主管　実籾 11月18日(日） 準・決勝 少年サッカー場

11月24日(土） 予備日 茜浜2面

11月25日(日） 予備日 少年サッカー場

ならしの朝日1年 1月14日(月） 茜浜6面

　　　　　主管　谷津 1月19日(土） 予備日 茜浜6面

郡市トレセン大会6年 1月20日(日） 茜浜 ※　フルピッチ

　　　　　主管　技術部 1月26日(土） 予備日 茜浜

郡市トレセン大会4年 2月3日(日） 茜浜2面・少年サッカー場

　　　　　主管　技術部 2月9日(土） 予備日 茜浜2面・少年サッカー場

2月10日(日） 少年サッカー場

2月16日(土） 予備日 少年サッカー場

会長杯4年 2月2日(土） 茜浜2面

　　　　　主管　大久保東・秋津 2月17日(日） 準・決勝 少年サッカー場(PM)

会長杯5年 2月16日(土） 茜浜2面

　　　　　主管　大久保東・秋津 2月17日(日） 準・決勝 少年サッカー場（AM）

会長杯6年 2月23日(土） 1回戦 茜浜 ※　フルピッチ

　　　　　主管　大久保東・秋津 2月24日(日） 予備日 茜浜

3月2日(土） 2回戦 秋津サッカー場

3月3日(日） 準・決勝 秋津サッカー場

3月20日(水） 予備日 秋津サッカー場

会長杯　共通予備日 2月23日(土） 予備日 少年サッカー場

2月24日(日） 予備日 茜浜2面・少年サッカー場

3月2日(土） 予備日 茜浜2面・少年サッカー場

3月3日(日） 予備日 茜浜2面・少年サッカー場

ラリー杯3年 2月10日(日） 1次リーグ 茜浜2面・香澄小・谷津南小 ※　11人制

2月11日(月） 順位トーナメント 少年サッカー場・茜浜2面

ならしの朝日2年 3月16日(土） 1次リーグ 茜浜4面 ※　8人制

　　　　　主管　谷津 3月17日(日） 順位リーグ 茜浜4面

3月20日(水） 予備日 茜浜4面
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平成２４年度　（社） 千葉県サッカー協会第４種委員会主催大会日程及び主管 

大　会　名 学年・試合方法 主　管

6年生以下 開会式 4/30 千葉ポートパーク円形広場

オープントーナメント 試合日  5/6  5/13　5/20  5/27 6/3

8人制サッカー
決　勝 6/24 　白井市運動公園陸上競技場　

四谷大塚杯 ４年生以下
試合日 5/27  6/3　6/10　6/17　6/24

第27回千葉県少年サッカー選手権４年生大会 オープントナメント 決　勝 7/8　野田市陸上競技場

５年生以下
試合日 6/10  6/17  6/24　7/1　7/8

オープントナメント 決　勝 7/15　会場未定

6年生以下　
開会式 9/9 千葉ポートパーク円形広場

オープントナメント
４種委員会 試合日 9/23  9/30  10/7  10/14  10/21

決　勝 11/10 フクダ電子アリーナ

千葉県ケーブルテレビ杯 ３年生以下
試合日 ブロックリーグ　 6月～9月

千葉県少年サッカー選手権３年生大会 8人制サッカー 中央大会 10/21　10/28　11/4

リーグ戦 決　勝 11/18 会場未定

４年生以下
ブロック代表

試合日 11/4　11/11

１・２次ﾘｰｸﾞ戦
決勝Ｔ

決　勝 11/25　明海球技場

５年生以下
ブロック代表

試合日 11/18　11/25

１・２次ﾘｰｸﾞ戦
決勝Ｔ

決　勝 12/9　富津市ふれあい公園陸上競技場

６年生以下
ブロック代表

試合日 1/20 1/27

１・２次ﾘｰｸﾞ戦
決勝Ｔ

決　勝 2/11  フクダ電子アリーナ

ファスト
ステージ

4/22　7/16　10/28  12/16

セカンド
ステージ

1/27  2/3

（トレセンリーグ） 決勝トーナメント 決　勝 2/16  成田中台運動公園球技場

４年生以下
ブロック代表

試合日 2/3　2/10

１・２次ﾘｰｸﾞ戦
決勝Ｔ

決　勝 2/24 船橋市陸上競技場

トレセンマッチデー 技術委員会 各ブロック

県外大会

埼玉国際ジュニアサッカー大会 ６年生 埼玉県

第３６回全日本少年サッカー大会 ６年生 ＪＦＡ

第３６回関東少年サッカー選手権大会 ６年生 神奈川県

第３４回東関東少年サッカー大会 ４年･５年・６年生 千葉・鴨川市

第２３回関東選抜少年サッカー大会 ６年生 茨城県

ＪＡ全農チビリンカップ大会2013（関東地区大会） ５年生 山梨県

７/31～8/4  場所未定

8/18、8/19 （全日本千葉県大会３･４・５位チーム）

8/25、 8/26（４年、1･２位、５年、１･２･３位、６年ﾄﾚｾﾝ）

12/１～12/2　（県トレセン２ﾁｰﾑ）

2013．3/23～3/24　（ﾌﾞﾛｯｸ代表５年生大会1,2位チーム）

7/27～7/29（県トレセンチーム）

8 千葉県郡市トレセン少年サッカー選手権６年生大会 ６ブロック

9 5ブロック

10 千葉県郡市トレセン少年サッカー選手権４年生大会 ４ブロック

4/22,  5/27,  6/24,  7/16,  9/23, 10/28, 11/25,
12/16, 1/20,　2/24,  3/24
※予備日は開催日の次週土曜日を基本とする

５年生以下
ブロック代表

リーグ戦
千葉県郡市トレセン少年サッカー選手権５年生大会

6 千葉県ブロック代表少年サッカー選手権４年生大会 １ブロック

7 千葉県ブロック代表少年サッカー選手権５年生大会 ８ブロック

5 ３ブロック

日　　程

1
第３６回　全日本少年サッカー大会千葉県大会 ４種委員会

2 ２ブロック

3 第32回千葉県少年サッカー選手権5年生大会 ７ブロック

4
第35回ＪＡバンクカップ・チバテレビ旗争奪
千葉県少年サッカー選手権大会


