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Faro が応援する地域少年サッカーチーム
渋谷東部 JFC７期生で広尾中学校サッカー部
ＯＢの長島潤也選手（背番号 19）が所属する
東京都立三鷹高等学校が東京都予選大会を見事に
勝ち進み平成 26 年度第 93 回全国高校サッカー選手権
に出場する事になりました。

第 93 回
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全国高校サッカー選手権出場

Faro HP へ

皆様の温かいご支援に

全国大会では開幕戦に夏の全国高校総体優勝の

心より感謝いたします。

東福岡高校 ( 福岡 ) に挑みます。
■平成 26 年度
第 93 回全国高校サッカー選手権東京都大会
【1 回戦：開幕戦】12 月 30 日
三鷹高校 ( 東京 B 代表 )vs 東福岡高校 ( 福岡 )
[ 駒沢球技場 ] 是非応援宜しくお願い致します。
■平成 26 年度第 93 回全国高校サッカー
選手権東京都大会

決勝

( 上・左写真） 11 月 15 日（土）
東京都立三鷹高等学校 VS 堀越高等学校

頑張れ！
長島潤也選手（背番号 19）
長島潤也選手
広尾小学校卒業〜
広尾中学校卒業〜
東京都立三鷹高等学校

Faro は、スポーツ振興くじ
助成⾦を受けて実施しています。

12 月
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12 月 20 日（土）
12 月 13 日（土）

・ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣ

・東京都第 7 ブロック女子合同練習会にて

・ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣＴＯＰ

12 月 6 日（土）・7 日（日）

ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣＴＯＰチーム所属選手が

リーグ戦８節

・ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣ

サッカー教室を開催

１２月２３日（火）
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ＦＣ慶応

・渋谷東部ＪＦＣ6 年生

府中イレブン杯

・ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣＵ-12

12 月 7 日（日）

・渋谷東部ＪＦＣ5 年生

府中ドリーム杯

・ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣＴＯＰ

・ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣＴＯＰ

12 月 14 日（日）

リーグ戦最終節

リーグ戦７節

・広尾中学校女子サッカー部

2015 年 1 月 3 日（土）

東京都女子中学校大会順位決定戦

・Ｆaro ファミリー
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・ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣＵ-22
リーグ戦２節
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11 月 活 動 報 告
渋谷東部ＪＦＣ＆ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣ 地域クリーン作戦

クリスマス CUP

きさらぎ杯

開幕

ＶＳ17 多摩

新春お年玉争奪サッカー大会

11/24 渋谷区立広尾中学校サッカー部が
2014 年中体連新人戦東京都中央大会
一回戦 VS 赤羽岩渕中学校 ０―２（前半０−０）

11/30 ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣＵ−１５
東京都女子サッカー U15 リーグ (２部 ) 最終節
ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣ Ｕ−１５ ＶＳ 欅ＳＣ ０−１( 前半０-１)

１１/１５

11/16 ＳＯＣＩＯＳ.ＦＣＵ−１５
公式戦 20１4 年度東京都女子サッカー U15 リーグ
ＶＳ スフィーダ世田谷Ｕ−１３ ０-２( 前半０-１)

11/24
渋谷東部ＪＦＣ小学１年生チーム 区民大会出場

11/30 渋谷東部ＪＦＣ東京都第七ブロック３年生大会
1 回戦 ＶＳ 淀橋 FC ４−０ 〇
2 回戦 ＶＳ ソレイユ FC ２−２（ＰＫ５−６）×

2014 年 9 月 23 日に開催したブラインドサッカー体験会が 11 月
17 日（月）読売新聞の夕刊で紹介されました。
このイベントは、地域の中学生達がブラインドサッカー大会の

広尾中学校の 2 年生が、渋谷で開催したブラインドサッ

会場設営・運営・そして障害者エスコートなどを体験し

カー世界選手権の舞台で「国際大会を学ぶ授業」を
行いました。

スポーツを支える

２０２０年東京オリンピッ

授業として行いまし

クに向けて世界の舞台で運

た。2 年生の大塚満

営や競技に携わり国際大会

歩君のコメントが

を経験する授業が出来まし

掲載されました。

た。また、その活動が広尾
中学校広報誌「はーい広尾
中」でも紹介されました。

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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