
ＳＵＮ ＭＯＮ ＷＥＤ ＴＨＵ ＦＲＩ ＳＡＴ

２ ３　祝 ４ ５

選手指定 選手指定

本科 本科 本科 全日予選 本科 テスト

当新田 百間 ドーム外芝 当新田 百間

６ ７ ９ １０ １１ １２

選手指定 選手指定 選手指定

全日予選 本科 本科 本科 本科 本科 本科

ドーム外土 当新田 百間 多目 当新田 ドーム外土

１３ １４ １６ １７ １８ １９

選手指定 選手指定 選手指定 選手指定 選手指定

淡路遠征 本科 本科 本科 本科 本科

政田 ドーム外土 当新田 百間 ドーム外芝 ドーム外土 当新田 百間

２０ ２１ ２３　祝 ２４ ２５ ２６

選手指定 選手指定 選手指定 選手指定

全日県 本科 本科 本科 テスト 本科 本科 ＲＡＹカップ

ドーム外土 当新田 百間 Ｊ岡大会 多目 当新田 ドーム外芝

２７ ２８ ３０

選手指定 選手指定

全日県 本科 本科 本科
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第
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全日県 本科 本科 本科

フットハーフ 多目 当新田 百間 多目

※カレンダーの見方

本科スクールのみの場合！！ 選手指定練習のみの場合！！

選手指定

本科 本科会場記載 選手指定練習会場記載

北長瀬 ドーム外

選手指定・本科スクールの場合

選手指定

本科 選手指定練習会場記載

ドーム外

※本科スクール時間は、本科カレンダーにてご確認して下さい！！

詳しくは、裏面に記載しております。

☆レイサッカーテスト☆ ☆ＲＡＹカップ☆

●日程　 １１月５日（土） ●日程　 １１月２６日（土）

●会場　 藤田都スポーツ広場 ●会場　 ドーム外グランド（芝）

●時間 ●時間

幼児ランク １３：００～１４：００ 幼児クラス １１：００～１２：００

小学生 １・２年生クラス １２：３０～１３：４５

E・D1ランク１３：００～１４：００ ３年生以上クラス １２：３０～１３：４５

D～Bランク １４：００～１５：３０ ※小学生クラスは同時進行し行います。

☆レイサッカーテスト☆

●日程　 １１月２３日（水・祝）

●会場　 百間川サッカー場Ｄグランド

●時間

A・Sランク １０：００～１１：３０

週



選手コース指定練習日について！！

９～１１

１５～１７

淡路

遠征

１３～１６

多目的 本科スクール参加

１７：３０～１９：３０

全日予選

１３：００～１６：００

１７：３０～１９：３０

本科スクール参加

政田サッカー場

１７：００～２０：００

１７：３０～１９：３０

百間川サッカー場Dグランド

１７：３０～１９：３０

１６日（水）

２３日（水・祝）

２１日（月） 本科スクール参加

中学年

９日（水）

７日（月）

６日（日）

２日（水）

日程

お休み

お休み

１４日（月）

ドーム外芝 本科スクール参加

ドーム外土

ドーム外芝 本科スクール参加

１７：３０～１９：３０

低学年高学年

５日（土）

全日予選３日（木・祝）

９：００～１１：００

１７：３０～１９：３０

１３日（日）

お休み

１７日（木）

百間川サッカー場Dグランド

９：００～１１：００

ドーム外土

２４日（木）

ドーム外土

１９日（土）

１７：３０～１９：３０

多目的

２０日（日）

本科スクール参加

１２日（土）

１３：００～１６：００

全日県大会 未定

１７：３０～１９：３０

ドーム外　土

１５：００～１７：００ １５：００～１７：００

お休み

ドーム外土

１３：００～１６：００ １３：００～１６：００

百間川サッカー場Dグランド ＪＦ岡山　大会

本科スクール参加

１４～１６

フット

ハーフ

●全日本少年サッカー大会　岡山予選について

予選

・日程 １１月３日（木・祝）・６日（日）

・会場 岡山東部地区グランド

・参加チーム レイサッカークラブ（６年生）

レイサッカークラブネクスト（５年生・４年生）

県大会について 県大会１日目　　１１月２０日（日）　　笠岡陸上競技場

県大会ベスト４　１１月２７日（日）　　岡山県総合運動公園陸上競技場

※県大会については、予選を勝ち抜いたチームのみの参加となります。

●淡路遠征

・日程 １１月１３日（日）

・会場 佐野運動公園

・カテゴリー ３年生

※参加費や当日の詳細については担当スタッフより後日ご連絡を差し上げます。

●政田サッカー場ＴＭ

全日本少年サッカー大会への向上のため計画をさせていただきました。

ＴＭとするかトレーニングを行うか現在検討をしております。

重ねて、改めてご連絡をさせていただきます。

■大会参加の追加・日程変更などありましたら、改めてご連絡させていただきます。

■大会などでメンバーを選抜する場合は、担当スタッフより改めてご連絡させていただきます。

◆その他　試合日程となる場合は、各カテゴリー担当スタッフよりご連絡致します。

１７：３０～１９：３０

３０日（水） 多目的 本科スクール参加

１７：３０～１９：３０

２８日（月） 多目的 お休み

２７日（日） 未定

１４：００～１６：００

２６日（土）

１７：３０～１９：３０

ドーム外　芝

１４：００～１６：００

全日県大会


