2009年度(平成2１年) 座間市サ ッ カ ー 協 会 行 事 予 定 表
委

員

会施

設

サ ッ カ ー 協 会

5 月

2009/4月
4/19 総会 19:00～

6 月

(ｽｶｲｱﾘｰﾅ座間ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ)

河川敷Ｇ
リーグ戦 4/13,20

リーグ戦 5/25

7 月
7/3 役員会

市総体 6/18,25,22
9:00～17:00

ﾌｯﾄｻﾙ大会 7/19

市総体 6/7,14,21
リーグ戦 /3,

リーグ戦 7/13,27

8 月

10 月
11 月
10/16 役員会
10/25 ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌ
県地域対抗サッカー大会
審判講習会(ｻﾆｰﾌﾟﾚｽ座間)
/ ,18:00～

9 月
県総体 /14,21
/6 ｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(河川敷)

ｽﾎﾟｰﾂ人の集い 12/12

県地域対抗サッカー大会
/1,8,15,22
リーグ戦 8/3,24,31

社 会 人

リーグ戦/21,28
県総体 9/6,13

リーグ戦 10/28

リーグ戦 12/7,14
第13回社会人ｶｯﾌﾟ招待杯
11/1,8

藤沢県立体育ｾﾝﾀｰ

シ

ニ

ﾘｰｸﾞ戦(市長杯)
(ﾑｰﾝﾗｲﾄ杯)

ﾘｰｸﾞ戦(市長杯)

ﾘｰｸﾞ戦(市長杯)

ﾘｰｸﾞ戦(市長杯)

ﾄｰﾅﾒﾝﾄ大会)
(ｽﾀｰﾗｲﾄ杯)

ﾘｰｸﾞ戦(市長杯)

海老名市招待杯

リーグ戦 3/8
市長杯 3/1

技術、指導者講習会 /10
8:00～1200

ﾘｰｸﾞ戦(市長杯)

ア 河川敷Ｇ

(ひ ま わ り)

3/7 座間市駅伝大会

厚木市サッカー大会
ﾌｯﾄｻﾙ大会 /10
ﾌｯﾄｻﾙ大会12:30～17:00

小田原酒匂川ｽﾎﾟｰﾂ広場

ﾅｲﾀｰ会場

3 月
3/5 役員会

綾瀬市サッカー大会(未定)

ﾌｯﾄｻﾙ大会 7/19

体育館

2 月
2/24 役員会

2010/ 1 月
技術、指導者講習会、/10
9:00～1200
ﾌｯﾄｻﾙ大会 /10
ﾌｯﾄｻﾙ大会9:00～17:00
技術、指導者講習会 /10
8:30～1200
リーグ戦 1/18,25

12 月

第18回ひまわりｶｯﾌﾟ
11/15,22(予備)

厚木市招待杯

日韓交流試合 9/6,7

リーグ戦

リーグ戦 10/11 座間会場

6年 日産杯 9/19,20

少年日産杯予備日 10/4

6年県ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ9/5

県央 6,4年10/11,18
県央3年10/25

ﾘｰｸﾞ戦(市長杯)

厚木市招待杯

相模原市招待杯

木村和司ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ

シ ニ ア (ｼﾆｱﾘｰｸﾞ)
(四 十 雀)
河川敷Ｇ

リーグ戦

リーグ戦

リーグ戦 6/7、 座間会場

リーグ戦

６年全日本予選5/17,24

6年全日本予選 6/7,14,21

６年 県選抜 7/24,25,26

県
6年県ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ 8/29,30

県央選抜大会 7/4

県央

リーグ戦

５年県８人制大会12/19,20 6年県選手権大会1/11,12,18 6 県選手権大会 2/8,11,15
4年県選手権大会1/11,12,18 4年県選手権低 2/1,11,15
県央5年11/15,22
県央3年11/1
県央2年11/29

大和綾瀬座間大会4/11,12
少

座間市ﾁｬﾝﾋﾟｮﾝｶｯﾌﾟ 6,4年6/28

座間市ﾁｬﾝﾋﾟｮﾝｶｯﾌﾟ 5,3年9/5 座間市ﾁｬﾝﾋﾟｮﾝｶｯﾌﾟ2年10/11 座間市ﾁｬﾝﾋﾟｮﾝｶｯﾌﾟ 1年11/9

市ﾘｰｸﾞ 6,5,4,3年

５年座間市8人制大会 10/12
市ﾘｰｸﾞ 6,5,4,3年

年
市ﾘｰｸﾞ 6,5,4,3年

市ﾘｰｸﾞ 6,5,4,3年

市ﾘｰｸﾞ 6,5,4,3年

市ﾘｰｸﾞ 6,5,4,3年

市ﾘｰｸﾞ 6,5,4,3年

ﾄｰﾅﾒﾝﾄ大会

県央２年 12/6
6年ｳｨﾅｰｽﾞｶｯﾌﾟ 12/12
4年ｳｨﾅｰｽﾞｶｯﾌﾟ 12/12
市ﾘｰｸﾞ

市ﾘｰｸﾞ

県央1年 2/14,21
/10, 技術、指導者講習会
8:30～1200
市ﾘｰｸﾞ

6,4JST 2/21

体育館
(運動会 /20)
少年委員会

少年委員会 4/6

少年委員会 5/12

県

少年委員会 7/7

少年委員会 8/25

少年委員会 10/6

少年委員会 12/1

少年委員会 11/3

少年委員会 1/5

少年委員会 2/2

5,3JST 3/1
U-12.U-11ﾄﾚｾﾝ3/20
(市招待予備日)
卒業式 /19
少年委員会 3/6

県大会

県央
( 未 定 )
中

少年委員会 6/2

座間市招待杯 5年3/13,14

春季県央大会 4/11 ～5/3

夏季県央大会(雨天)
7/22～7/26

秋季県央大会 10/24～11/14

/10 , 技術、指導者講習会
8:30～12:00

学
中学校G
市内大会

市夏季大会
(7/5,11,18予備7/12,19,20)

市総体(教育ﾘｰｸﾞ)
(8/26,27,予備28)

一年生大会 3/6
予備3/7

秋期新人戦
(9/27, 10/3,10 予備 10/4,11)
/10 ﾌｯﾄｻﾙ大会

U13,14,15
トレセン 5/17

技術委員会

U13,14,15
トレセン 6/28

U13,14,15
トレセン 7/26

U13,14,15
トレセン 8/23

U13,14,15
トレセン 9 /23

ﾄﾚｾﾝｽﾀｯﾌ会議 5/10
審判免許更新講習会
市総体準決､決勝

ﾌｯﾄｻﾙ大会 7/19
中学市夏季大会

U13,14,15
トレセン 10/18
ﾄﾚｾﾝｽﾀｯﾌ会議 10/4
審判免許更新講習会
審判講習会(座間)

中学秋季新人戦

審判委員会

県総体 /6,13

県

U13,14,15
トレセン 11/29

1/10 技術、指導者講習会 U13,14,15
トレセン 2/28
トレセン 1/31

U13,14,15
トレセン 12/20

ﾄﾚｾﾝｽﾀｯﾌ会議 3/7
11/18 社会人招待杯
/15,22 ひまわりｶｯﾌﾟ
代表者会議

1/10, ﾌｯﾄｻﾙ大会12:00～17:00
代表者会議

県地域選手権大会(社会人)
/4,11,18,25

藤沢県立体育ｾﾝﾀｰ

U12,11 河川敷G
トレセン 3/7,20

/13,15,27 冬季県総体

小田原酒匂川ｽﾎﾟｰﾂ広場
厚木市酒井ｽﾎﾟｰﾂ広場

6 ｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(河川敷)
市

5/4,5 大凧祭り

行事派遣

市総体(中学)

ふるさと祭り

市総体(社会人)
大凧祭り
/4,5 各２名以上派遣
体 育 協 会
会

議

/13 体協役員会
/23 体協理事会評議員会

※ 本行事予定表は市内行事を中心として記載されております。
４級審判免許更新講習会の日程は決定次第、掲載します。

第52回8市親善野球大会
6/14,21
市総体(サッカー競技)

ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌ 10/21

第52回8市2郡親善陸上競技大会

市民健康マラソン /6 予/13
大会役員派遣

/18市町村対抗神奈川駅伝

市民健康マラソン 12 /6(13予)

2/26～ 冬季 県総体

ｽﾎﾟｰﾂ人の集い 12/12
8/19 体協役員会

9/13,20県総体サッカー競技
9/3 理事会

/16 表彰選考委員会
/18 体協理事会

市駅伝競走大会 3 /7

市駅伝競走大会 3 /7

