恵比寿地区を応援する情報誌 月刊 Faro News ( 2015 年 10 月 1 日 発行 ）
東京都
中央大会出場
目指して
頑張れ！

渋谷東部ＪＦＣ Ｕ-12ＴＯＰチーム
ッカー大会 第７ブロック
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予選開
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集大成
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Faro は、スポーツ振興くじ
助成⾦を受けて実施しています。

全日本少年サッカー大会は 4 月〜 9 月に行なわれたリーグ戦の成績で組み合わせが決まります。
Ａリーグ第４位の渋谷東部ＪＦＣはシードチームとして
1 回戦 Ｃ1 リーグ１位大岡山 FC ＶＳ Ｃ2 リーグ４位グラスルーツ
2 回戦 1 回戦勝者 ＶＳ Ｂリーグ 7 位新宿ＦＣこの 2 回戦の勝者と試合を行って勝利すると決勝リーグに進む事になります。

10 月 10 日（土）恵比寿文化祭 2015
14：45 〜 15：15 迄恵比寿ガーデンプレシスセンター広場特設ステージにて
ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣと広尾中学校サッカー部の選手達がブラインドサッカーイベントに出演します !
応援、宜しくお願い致します。
ブラインドサッカーの世界を体験しよう
日本ブラインドサッカー協会
東京パラリンピック 2020 の競技にも選ばれた
「ブラインドサッカー」
。
視覚障害者の研ぎ澄まされた感覚から繰り出すプレー は圧巻！
地元の子どもたちとともにその魅力を伝えます。
★15：30 〜 16：00 サッポロ広場にて
「ブラインドサッカー シュート体験」を開催します。

http://gardenplace.jp/special/1510festival/
ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣが恵比寿ガーデンプレイス麦酒祭りで
恵比寿新聞主催「恵比寿の料理人が考えるヱビスビールに合う逸品グランプリ」の
広報活動に参加させて頂きました。

10 月
Faro Calendar

10 月 10 日（土）〜 11 日（日）

10 月 17 日（土）

渋谷東部ＪＦＣ

渋谷東部ＪＦＣ

5 年生チーム

Ｕ-12ＴＯＰチーム

ＡＮＧＥＬＯ ＣＵＰ2015

全日本少年サッカー大会開幕

10 月 4 日（日）

第２回尾瀬武尊大会出場

10 月 18 日（日）

新橋地区ふれあい運動会 in 加計塚小学校

10 月 11 日（日）

ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣ ＴＯＰチーム公式リーグ戦

ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣＵ-15

広尾中学校サッカー部

中学生リーグＶＳスフィーダＵ-13

10 月 12 日（月・祝）

渋谷東部ＪＦＣ

渋谷東部ＪＦＣ

4 年生

秋季渋谷区民大会決勝リーグ

10 月 17 日（土）

10 月 8 日（木）

渋谷東部ＪＦＣ

1 年生

新人戦渋谷区予選開幕

ＶＳ十文字ＦＣ
広尾商店街

秋季渋谷区民大会開幕

広尾フェア

10 月 24 日（土）〜 25 日（日）
ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣ Ｏ-18＆Ｕ-18 河口湖ＣＵＰ 出場

4 年生

松原ＣＵＰ出場

宮下公園クライミング教室

10 月 25 日（日）
渋谷東部ＪＦＣ 2 年生 秋季渋谷区民大会開幕

9月 活 動 報 告
9/5 渋谷東部 JFC のＵ-11ＴＯＰチーム
JA 東京カップ 東京都５年生サッカー大会
第７ブロック大会
1 回戦 渋谷東部ＪＦＣ VS ＦＣ.WASEDA ３―０ 〇
2 回戦 渋谷東部ＪＦＣ VS シクス（前年度準優勝）１―３ ×

9/6 広尾中学校女子サッカー部
小学生対象女子サッカー部体験会開催

9/20 ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣＴＯＰチーム
東京都女子サッカーリーグ１部

第４節

VS 小平サッカークラブ０−１( 前半０−１／後半０−０)×

9/6 ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣ・Ｕ-15
公式戦女子中学生リーグ第 2 部第 5 節
ＶＳ 杉並ＳＣ ０−３( 前半０−１) ×

9/20 広尾中学校女子サッカー部
東京都女子サッカー中学校大会順位決定戦
ＶＳ日本大学第三中学校
9/6 広尾中学校サッカー部中学３年生引退

１―０

〇

9/13 渋谷東部 JFC4 年生
町田ＪＦＣサマーＣＵＰ出場

Special Thanks for arc international
Faro と共にＳＯＣＩＯＳ.ＦＣを応援する≪ソシオ（仲間たち）≫

株式会社 arc international・美容院 egerie 様 ( 渋⾕区恵⽐寿⻄ 1-12-11 6F) が

選⼿達の疲れを癒す為に
癒す為に
に⼼⾝のリフレッシュ提
ッシュ提
提供してくれました。
した。
選⼿達の疲れを癒す為に⼼⾝のリフレッシュ提供してくれました。

株式会社 arc international 様は、（http://arc-i.jp）
この地域のスポーツ活性とスポーツ育成環境向上を
Faro と共に応援頂いています。

FaroNews では、恵比寿地区の
情報を紹介していきます。

NPO 法人 Faro 大西 岳之

会員の方で地域への情報が

Mail : npofaro@yahoo.co.jp
TEL : 090-1052-2141

ありましたら、お知らせ下さい。

