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東京都女子サッカー１部リーグ所属チーム（11 チーム）

Faro

夢に

向かって走れ！

・慶應義塾大学体育会サッカー部女子
・日本女子体育大学
・国士舘大学
・東京女子体育大学サッカー部
・スフィーダ世田谷ユース
・立川フットボールクラブ
・フィオーレ武蔵野フットボールクラブ
・FC PAF
・SOCIOS FC
・欅スポーツクラブ女子サッカー部
・小平サッカークラブ
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第 33 回 東京都⼥⼦サッカー１部リーグ 開幕

npofaro@yahoo.co.jp

渋谷区を本拠地に活動を行う女子サッカーチーム「SOCIOS.FC」の
なでしこを目指した挑戦が今年も開幕します。SOCIOS.FC は、
日本でも数少ない女子サッカー選手のみで各世代別活動組織を
持つ「女子サッカーチーム」です。SOCIOS ファミリー象徴の
TOP チームは 2012 年シーズン「準優勝」と、悔しい結果で昇格を
逃しました。今年こそは、東京都で優勝して〜入替戦〜関東リーグ
昇格〜なでしこリーグと言う、夢に向かって頑張ります。
SOCIOS.FC の応援宜しくお願い致します。

2013 年 7 月 13 日〜 7 月 15 日（2 泊 3 日）
参加資格：小学校４〜 6 年生
サッカー経験者（GK 含む）
【トレーニングコンセプト】
試合で起こり得る局面から、パートを抜き
出し、フットボールの本質、基礎を学び、

皆様の温かいご支援に
心より感謝いたします。

マリンパークなみえ
義援金専用口座

試合で使えるテクニックの習得を目指します。

5/18
(SAT)

合同練習会に SOCIOS.FC の TOP
チーム選手、安久遥選手が参加。
サッカー少女達に「リフティングのコ
ツ」と「1 対１の基礎」を指導、サッ
カー選手を夢見る選手達にしっかり
とした技術を伝えて頂きました。

恵比寿空手
道会が五月
に無料体験
会を四回行
いました︒
四回行った
体験会で二
十名近い体
験者が参加
し子供から
大人まで空
手を楽しん
で頂きまし
た︒

恵比寿空手道会・無料体験会

東京都第７ブロック
少⼥サッカー合同練習会
東京都第７ブロック少女サッカー

2012 年 12 月 28 日現在
義援金集金

￥1.010.362

今年もやります！
サッカー小僧達が︑
ここぞとばかりに
技を磨く︒

JOAN SALVANS Futbol Clinic
〜 FARO Camp ２０１３〜

（⽬⿊・新宿・渋⾕・⽂京・千代⽥）
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Faro HP へ

「信じよう、スポーツの⼒を
FOR ALL SPORTS OF JAPAN」

Faro は、スポーツ振興くじ
助成⾦を受けて実施しています。

6月
Faro Calendar

6 月 6 日 ( 木 ) 〜 8 日（土）

6 月 15 日（土）

・広尾中学校 修学旅行

・渋谷東部 JFC 親子サッカー大会

6 月 16 日（日）

6 月 8 日 ( 土 )・16 日（日）

6月1日(土)

・渋谷東部 JFC4 年生 渋谷区民サッカー大会 開幕

・13 年 7 月サッカー合宿事前説明会 in Ｆｒeewill 学習塾

・加計塚小学校 運動会

6月2日(日)

6月9日(日)

・渋谷東部 JFC4 年生 ジュニア大会 準決勝戦

・渋谷東部 JFC 5 年生 渋谷区民サッカー大会 開幕

・常盤松小学校 運動会

・渋谷東部 JFC 3 年生 渋谷区民サッカー大会 開幕

・S OCIOS.FC TOP チーム公式戦 VS 東京女子体育大学

・麻布中学校 中体連夏季大会港区予選 開幕

5月 活 動 報 告
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・広尾中学校 中体連夏季大会渋谷区予選 開幕

6 月 23 日（日）
・渋谷東部 JFC2 年生 渋谷区民サッカー大会 開幕
・渋谷東部 JFC1 年生 渋谷区民サッカー大会 開幕

5/19

渋谷東部 JFC 小学 3 年生

2013 年第 7 ブロック３年生大会初戦敗退

5/5 SOCIOS.FC U-15 第 18 回
全日本女子ユース (U-15) 選手権・東京都予選大会

6 月 22 日（土）

渋谷東部 JFC キッズ（幼稚園児）

ユニクロキッズフェスティバルに参加 !
in 東京ドーム

決勝トーナメント 1 回戦敗退 全国大会出場ならず

5/19 SOCIOS.FC U-12
第 11 回ガールズエイト東京都大会
予選リーグ３位通過
東京都中央大会出場決定
5/12 渋谷東部 JFC 小学 6 年生
春季渋谷区民サッカー大会 6 年生の部

2013.5.19
SUN

渋谷東部 JFC4 年生
第 3１回 東京都ジュニアサッカー大会
第７ブロック予選 ベスト 4 進出
東京都中央大会まであと 1 勝！！

２チーム編成で出場【優勝】
【第３位】獲得

広尾商店街
大鮪まつり
Faro
活動報告

5/26

渋谷東部 JFCU-15 の選手達・
SOCIOS.FCU-15 の選手達が広尾商店街で
開催されたまぐろ祭りの会場で
無料射的ゲームのお手伝いを行いました。
子供達にルール説明を行い、世代別に射的
距離を設定し、成功した子供たち、失敗し
た子供たちと笑顔を共に共有し、小学生も
楽しみ、中学生にとっても非常に経験に
なる時間でした。

お知らせ
FaroNews では、恵比寿地区のフレッシュな情報を
紹介していきます。会員の方で地域にお知らせしたい
情報がありましたらお知らせ下さい。広報します！

渋谷東部 JFCU-15・SOCIOS.FCU-15 の選手

NPO 法人 Faro 大西 岳之
Mail : npofaro@yahoo.co.jp
TEL : 090-1052-2141

