
Aピッチ管理者

７月 １日(火) ４ 種 　8:30～  エイトリーグ　Ｕ-８　第１０節 ６試合 瀬崎Ｂピッチ 8-12時 瀬崎

１ 種 　11:00～  ５市ブロックＬ（草加・越谷・三郷・八潮・吉川） ３試合 瀬崎ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

４ 種 　12:00～  原石リーグ　Ｕ‐１０　第１１節 ５試合 瀬崎Ａピッチ 12-17時 協会

７月 ３日(火) ４種TC 　19:00～  ６年選抜トレーニング 栄中学校

女子TC 　19:00～  女子小学生４年，５年，６年練習会 栄中学校

７月 ４日(水) 女子TC 　19:00～  中学生女子・小学生女子，トレーニング 栄中学校

７月 ５日(木) 女子TC 　19:00～  中学生女子，トレーニング 栄中体育館

７月 ７日(土) ４ 種 　9:00～  市民体育祭 兼 ＦＡカップ Ｕ-12　決勝トーナメント ４試合 瀬崎Ａピッチ 8-17時 協会

４ 種 　9:00～  エイトリーグ　Ｕ-８　第１１節 ６試合 瀬崎Ｂピッチ

４ 種 　12:30～  原石リーグ　Ｕ‐１０　第１２節 ４試合 瀬崎Ａピッチ

４ 種 　12:30～  プログレッソトレーニングマッチ ３試合 瀬崎ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

女子TC 　9:00～  草加女子トレセン（小・中）・サッカースクール 赤井ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

女子小 　12:00～  川口小谷場小女子他，トレーニングマッチ ３試合 赤井ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

女子中 　12:00～  川口小谷場中女子他，トレーニングマッチ ３試合 赤井ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

７月 ８日(日) ４ 種 　9:00～  市民体育祭 兼 ＦＡカップ Ｕ-12　決勝Ｔ予備日 ４試合 瀬崎Ａピッチ 8-17時 協会

４ 種 　9:00～  エイトリーグ　Ｕ-８　第１２節 ６試合 瀬崎Ｂピッチ 8-12時 瀬崎

４ 種 　12:00～  原石リーグ　Ｕ‐１０　第１３節 ５試合 瀬崎Ａピッチ 12-17時 協会

３ 種 　13:00～  中体連　トレーニングマッチ ３試合 瀬崎ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

３種ＴＣ 　9:00～  東部トレセンリーグ　ＶＳ春日部ＴＣ・埼葛南部ＴＣ ６試合 春日部中？

３種ＴＣ 　9:00～  草加クラブＴＣ２年　ＶＳ　春日部トレセン２年 １試合 春日部中？

３種ＴＣ 　10:00～  草加クラブＴＣ１年　ＶＳ　春日部トレセン１年 １試合 春日部中？

３種ＴＣ 　11:00～  草加クラブＴＣ２年　ＶＳ　埼葛南部トレセン２年 １試合 春日部中？

３種ＴＣ 　12:00～  草加クラブＴＣ１年　ＶＳ　埼葛南部トレセン１年 １試合 春日部中？

３種ＴＣ 　13:00～  春日部トレセン２年　ＶＳ　埼葛南部トレセン２年 １試合 春日部中？

３種ＴＣ 　14:00～  春日部トレセン１年　ＶＳ　埼葛南部トレセン１年 １試合 春日部中？

７月 １０日(火) ４種TC 　19:00～  ６年・５年選抜トレーニング 栄中学校

女子TC 　19:00～  女子小学生４年，５年，６年練習会 栄中学校

７月 １１日(水) 女子TC 　19:00～  中学生女子・小学生女子，トレーニング 栄中学校

７月 １２日(木) 女子TC 　19:00～  中学生女子，トレーニング 栄中体育館

７月 １４日(土) 小・中 　8:30～  サタデースクール 各小・中学校

４ 種 　9:00～  幼稚園トレーニングマッチ 瀬崎Ａピッチ 8-17時 瀬崎

３ 種 　12:00～  クラブユース，高円宮杯予選リーグ ２試合 瀬崎ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

女子TC 　19:00～  中学生女子，トレーニング 栄中学校

７月 １５日(日) １ 種 　11:00～  埼玉県３部リーグ(東部地区)　第１０節 ３試合 瀬崎ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 8-17時 瀬崎

１ 種 　11:00～  東春７２　ＶＳ　パントス １試合 瀬崎ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

１ 種 　13:00～  ＫＮＣ　ＶＳ　ＦＣ Ｉ ｒ ｉ ｓ １試合 瀬崎ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

１ 種 　15:00～  やんぺっちぇ　ＶＳ　ＫＡＺＯ １試合 瀬崎ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

４ 種 　9:00～  エイトリーグ　Ｕ-８　第１３節 ８試合 そうか公園

４ 種 　9:00～  原石リーグ　Ｕ‐１０　第１４節 ８試合 そうか公園

１ 種 　11:00～  ５市ブロックＬ（草加・越谷・三郷・八潮・吉川） ３試合 そうか公園

７月 １６日(:月) 女子中 　8:30～  未来リーグ　Ｕ-１５（草加女子ＴＣ・小谷場中,他） ３試合 瀬崎ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 8-12時 瀬崎

４ 種 　13:00～  プログレッソトレーニングマッチ ４試合 瀬崎ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

４ 種 　12:00～  原石リーグ　Ｕ‐１０　第１５節 ６試合 瀬崎Ａピッチ 12-17時 協会

７月 １７日(火) ４種TC 　19:00～  ６年・５年選抜トレーニング 栄中学校
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女子TC 　19:00～  女子小学生４年，５年，６年練習会 栄中学校

７月 １８日(水) 女子TC 　19:00～  中学生女子・小学生女子，トレーニング 栄中学校

７月 １９日(木) 女子TC 　19:00～  中学生女子，トレーニング 栄中体育館

７月 ２１日(土) ４ 種 　9:00～  ３年生　リーグ戦 瀬崎Ａピッチ 8-17時 瀬崎

３種クラブ 　10:00～  高円宮杯　予選リーグ ３試合 瀬崎ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

女子TC 　19:00～  中学生女子，トレーニング 栄中学校

７月 ２２日(日) １ 種 　10:00～  草加シニアリーグ　第４節 ３試合 瀬崎ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 8-12時 瀬崎

１ 種 　10:00～  蹴たろう　ＶＳ　ＮＡＱ，Ｓ草加 １試合 瀬崎ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

１ 種 　11:30～  侍Ｇｅｔｙｏｕ　ＶＳ　グルーヴィー １試合 瀬崎ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

１ 種 　13:00～  Ｃｅｒｖｅｚａ　ＶＳ　クアレンタ １試合 瀬崎ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

４ 種 　14:30～  プログレッソトレーニングマッチ ３試合 瀬崎ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

４ 種 　9:00～  原石リーグ　Ｕ‐１０　第１６節 ６試合 瀬崎Ａピッチ 12-17時 協会

７月 ２４日(火) ４種TC 　19:00～  ６年・５年選抜トレーニング 栄中学校

女子TC 　19:00～  女子小学生４年，５年，６年練習会 栄中学校

７月 ２５日(水) 女子TC 　19:00～  中学生女子・小学生女子，トレーニング 栄中学校

７月 ２６日(木) 女子TC 　19:00～  中学生女子，トレーニング 栄中体育館

７月 ２８日(土) 女子中 　9:00～  中学生女子，トレーニング 瀬崎Ａピッチ 12-17時 瀬崎

中体連 　9:00～  中体連トレセン，トレーニング 瀬崎ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

クラブＴＣ 　13:00～  クラブトレセン，トレーニング 瀬崎ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

４種TC 　9:00～  八千代町招待サッカー大会　遠征　予選リーグ ３試合 八千代町

７月 ２９日(日) ４種TC 　9:00～  八千代町招待サッカー大会　遠征　決勝リーグ ３試合 八千代町

４ 種 　9:00～  エイトリーグ　Ｕ-８　第１４節 ８試合 瀬崎Ｂピッチ 8-17時 協会

４ 種 　9:00～  原石リーグ　Ｕ‐１０　第１７節 ８試合 瀬崎Ａピッチ

４ 種 　12:30～  プログレッソトレーニングマッチ ４試合 瀬崎ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

Aピッチ管理者

問い合わせ先　草加市サッカー協会　松澤輝雄　０９０－２５４１ー３４８１ matsuzawa.t-@docomo.ne.jp

２０１８草加市サッカー協会　８月予定表


