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広尾中学校サッカー部
渋谷区大会を優勝で通過し挑んだ支部大会
1（土） 1 回戦 広尾中学校 VS 駒場東邦中学校 １−０ 〇
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2（日） 2 回戦 広尾中学校 VS 桜丘中学校 ４−０ 〇
3（月） ３回戦 広尾中学校 VS 砧中学校 ０−４ ×
代表決定戦 広尾中学校 VS 船橋希望学園 ２−０ 〇
東京都大会の舞台でも渋谷区を代表して頑張って来て下さい !
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※ 詳しくは

２０２０年東京オリンピックに

Faro HP へ

向けて渋谷区内の中学校生徒を
皆様の温かいご支援に

中心に１１月代々木で開催される
舞台で運営や競技に携わり
国際大会を経験する授業を
開催します。

過去のボランティア体験より

ブラインドサッカー世界選手権の

■大会会場：代々木公園フットサル場（渋谷区神宮前６−２０−１０）

心より感謝いたします。

Faro は、スポーツ振興くじ
助成⾦を受けて実施しています。

■国際大会出場国
ブラジル、アルゼンチン、スペイン
フランス、ドイツ、中国、日本など
■大会全体スケジュール
11/16（日） 開会式、
11/17（月）〜 20（木） 予選リーグ
11/21（金）〜 23（日） 決勝トーナメント
11/24（月・祝日） 決勝戦・順位決定戦・閉幕

写真外付 HD【26.10.10 ク

11 月
Faro Calendar

11 月 2 日〜 3 日

11 月 16 日（日）

・渋谷区民の広場 in 代々木公園

ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣＵ−１５ 女子 U15 リーグＶＳスフィーダ世田谷 U-13

11 月 3 日（月・祝）

ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣＵ−２２東京都女子サッカー U22 リーグ 開幕

11 月 1 日（土）

・SOCIOS.FC

・広尾中サッカー部中体連新人戦開幕

東京都少女選手権 B ブロック予選開幕

・恵比寿空手道会

11 月 2 日（日）

11 月 9 日（日）

11 月 24 日（月・祝）

・SOCIOS.FC

U-15

U-12

・渋谷東部ＪＦＣ

女子Ｕ-15

11 月 19 日（水）

女子Ｕ-12

2 年生区民サッカー大会

・渋谷東部ＪＦＣ

昇級審査
1 年生区民サッカー大会

・ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣ Ｕ−１５

11 月 30 日（日）

東京都女子サッカー U15 リーグＶＳ東京ベイ

ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣ ＴＯＰ 女子サッカーリーグ１部第 8 節ＶＳ17 多摩

東京都女子サッカーリーグ１部

11 月 15 日（土）

ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣＵ−１５女子 U15 リーグＶＳ欅スポーツクラブ

第 7 節ＶＳ立川ＦＣ

・渋谷区氷川地区地域清掃活動クリーン作戦

・渋谷東部 JFC

フットサル東京都大会開幕
・ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣ ＴＯＰチーム

10 月 活 動 報 告

10/18 ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣＴＯＰチーム所属
4 名が 渋谷区立広尾小学校子供まつり会場で
キックターゲットゲームを担当

10/10 クライミング教室 in 宮下公園クライミング場

10/19 ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣＴＯＰチーム東京都女子
10/11 〜 12 渋谷東部ＪＦＣ＆富ヶ谷ＳＣ合同チーム
福島県郡山市ビアンコーネカップに参加

サッカーリーグ１部ＶＳ フィオーレ武蔵野 ２−０ 〇

10/26

ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣＵ−１５

東京都女子サッカー U15 リーグ (２部 )ＶＳ
日テレメニーナセリアス ０-４( 前半０-１)×

10/29 永木伸二空手教室

X

練習会のお知らせ

親子サッカー大会

地域少年サッカークラブ

渋谷東部 JFC

昇華プリントでフルカスタマイズ、世界にたった一つの新ユニホームになりました。

SOCIOS.FC が 2015 年度新中学 1 年⽣を
対象にした練習会を開催します。
SOCIOS.FC は U-12・U-15・U-18・O18・TOP
と活動クラスを持つ⼥⼦サッカーチームです。
是⾮とも御参加下さい。
11 ⽉は、
10 ⽇（⽉）
13 ⽇（⽊）
17 ⽇（⽉）
27 ⽇（⽊）
18：30 〜 20：30
渋⾕区内会場にて！

FaroNews では、恵比寿地区のフレッシュな情報を

お知らせ

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！
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