
日 曜日 Ｕ－１３ Ｕ－１４ Ｕ－１５ 日 曜日

29

TM　vs　サガン鳥栖
＠鳥栖市陸上競技場

TM　vs　熊本商業高校
＠熊本商業高校

OFF 31 木

長嶺　18：00～19：30

TM　vs　アビスパ福岡
＠グリーンピア八女

TR予定
＠長嶺　9：30～12：00

30 水

OFF
アビスパCUP

＠宗像グローバルアリーナ

高円宮杯U-15全日本ユース
決勝

＠西が丘
28 月

全日本少年サッカー大会
1次ラウンド＆ランド16

＠鹿児島ふれあいスポーツランド

TM　予定
＠長嶺

アビスパCUP
＠宗像グローバルアリーナ 未定 27 日

OFF OFF OFF ＯＦＦ OFF

OFF
全日本少年サッカー大会

決勝
＠鴨池競技場

OFF アビスパCUP
＠宗像グローバルアリーナ OFF

※　予定は変更になることがあります。最新の情報はメールにて配信されますので、会員の皆様は必ずメールにて予定を確認して下さい。

29 火 OFF OFF

28 月 OFF OFF OFF
全日本少年サッカー大会
準々決勝＆準決勝
＠鴨池競技場

31 木 OFF OFF OFF OFF OFF ＯＦＦ

火

30 水 OFF OFF

TM　vs　ブレイズ
＠長嶺

TR　予定　＠長嶺
高円宮杯U-15全日本ユース

準決勝
＠西が丘

26 土

27 日 全日本少年応援バスツアー 全日本少年応援バスツアー 全日本少年応援バスツアー

26 土 全日本少年応援バスツアー 全日本少年応援バスツアー 全日本少年応援バスツアー
全日本少年サッカー大会

1次ラウンド
＠鹿児島ふれあいスポーツランド

OFF 長嶺　19：00～21：00 長嶺　19：00～21：00 長嶺　19：00～21：00 25 金25 金 OFF OFF長嶺　17：30～19：00

スポーツ広場　18：00～19：30 長嶺　19：00～21：00 長嶺　19：00～21：00 長嶺　19：00～21：00 24 木

TM　vs　アスフィーダ
17：00～20：00
＠菊陽町民G

県リーグ1部-2部
入替戦

＠スポーツ広場

高円宮杯U-15全日本ユース
3回戦
＠茨城

23 水
TM　予定

＠スポーツの森大津競技
場

24 木 スポーツ広場　18：00～19：30 スポーツ広場　18：00～19：30 スポーツ広場　18：00～19：30

23 水
winter cup

（年中～3年生）
＠菊陽さんさん公園

未定

V：新人戦　準決勝・決勝
＠スポーツの森球技場

F：新人戦　準決勝・決勝
＠スポーツの森大津球技場

長嶺　18：00～19：30 長嶺　19：00～21：00 長嶺　19：00～21：00 長嶺　19：00～21：00 22 火

OFF OFF OFF 21 月OFF

22 火 長嶺　18：00～19：30 長嶺　18：00～19：30 長嶺　18：00～19：30

21 月 OFF OFF OFF

TM　予定
＠スポーツの森大津競技

場
未定 未定

高円宮杯U-15全日本ユース
2回戦
＠茨城

20 日

九州リーグｖｓ大分トリニー
タ

＠犬飼リバーパーク

TMｖｓ大分トリニータ
＠犬飼リバーパーク

高円宮杯U-15全日本ユース
1回戦
＠茨城

19 土TR　予定　＠長嶺

20 日 OFF 未定

19 土 OFF 未定

V：新人戦　3・4回戦
＠スポーツの森球技場

F：新人戦　3・4回戦
＠運動公園スポーツ広場

V：新人戦　5回戦・準々決勝
＠スポーツの森球技場

F：新人戦　5回戦・準々決勝
＠スポーツの森大津球技場

嘉島総合　17：30～19：00 長嶺　19：00～21：00 長嶺　19：00～21：00 高円宮杯U-15全日本ユース
移動日 18 金18 金

長嶺 17：30～19：00
嘉島総合　17：30～19：00 嘉島総合　17：30～19：00嘉島総合 17：30～19：00

南部 16：00～17：00

スポーツ広場　17：30～19：00 長嶺　19：00～21：00 長嶺　19：00～21：00 長嶺　19：00～21：00 17 木

ＯＦＦ ＯＦＦ OFF 16 水嘉島総合　17：30～19：00

17 木 スポーツ広場　17：30～19：00 スポーツ広場　17：30～19：00 スポーツ広場　17：30～19：00

16 水 嘉島総合　17：30～19：00 嘉島総合　17：30～19：00 嘉島総合　17：30～19：00

長嶺　18：00～19：30 長嶺　19：00～21：00 長嶺　19：00～21：00 長嶺　19：00～21：00 15 火

OFF OFF OFF 14 月OFF

15 火 長嶺　18：00～19：30 長嶺　18：00～19：30 長嶺　18：00～19：30

14 月 OFF OFF OFF

OFF
熊本県クラブユース（U-13）
決勝T　準決勝、決勝
＠嘉島総合運動公園

TM　vs　小倉南
＠福岡こがねが丘

TM　vs　ブレイズ
＠嘉島総合運動公園 13 日

熊本県クラブユース（U-13）
決勝T

＠スポ森　OR　asovigo
12 土TR　予定　＠長嶺 TM　vs　学園大付属高校

＠長嶺

13 日 OFF OFF

12 土 OFF TR　予定　＠長嶺 TR　予定　＠長嶺

V：新人戦　1・2回戦
＠運動公園多目的A

F：新人戦　2回戦
＠運動公園多目的C

嘉島総合　17：30～19：00 長嶺　19：00～21：00 長嶺　19：00～21：00 長嶺　19：00～21：00 11 金11 金
長嶺 17：30～19：00

嘉島総合　17：30～19：00 嘉島総合　17：30～19：00嘉島総合 17：30～19：00
南部 16：00～17：00

スポーツ広場　18：00～19：30 長嶺　19：00～21：00 長嶺　19：00～21：00 長嶺　19：00～21：00 10 木

ＯＦＦ OFF
TM　vs　アカデミー

＠観音山G
9 水嘉島総合　17：30～19：00

10 木 スポーツ広場　18：00～19：30 スポーツ広場　18：00～19：30 スポーツ広場　18：00～19：30

9 水 嘉島総合　17：30～19：00 嘉島総合　17：30～19：00 嘉島総合　17：30～19：00

長嶺　18：00～19：30 長嶺　19：00～21：00 長嶺　19：00～21：00 長嶺　19：00～21：00 8 火

OFF OFF OFF 7 月OFF

8 火 長嶺　18：00～19：30 長嶺　18：00～19：30 長嶺　18：00～19：30

7 月 OFF OFF OFF

熊本県クラブユース（U-13）
予選リーグ
＠観音山G

長嶺　10：00～15：00 TM　vs　東海星翔高校
＠星翔人工芝G

6 日

熊本県クラブユース（U-13）
予選リーグ
＠観音山G

5 土

F：ウインターカップ
＠スポーツの森大津

6 日 OFF
ウインターカップ

＠スポーツの森大津

5 土 OFF
ウインターカップ

＠スポーツの森大津

F：ウインターカップ
＠スポーツの森大津

嘉島総合　17：30～19：00 長嶺　19：00～21：00 長嶺　19：00～21：00 嘉島総合　18：00～19：30 4 金4 金
長嶺 17：30～19：00

嘉島総合　17：30～19：00 嘉島総合　17：30～19：00嘉島総合 17：30～19：00
南部 16：00～17：00

長嶺　19：00～21：00 長嶺　19：00～21：00 長嶺　19：00～21：00 3 木

ＯＦＦ ＯＦＦ OFF 2 水

スポーツ広場　17：30～19：00 スポーツ広場　17：30～19：00 スポーツ広場　17：30～19：00

2 水 嘉島総合　17：30～19：00 嘉島総合　17：30～19：00 嘉島総合　17：30～19：00

スポーツ広場　17：30～19：00

嘉島総合　17：30～19：00

ソレッソ熊本　12月予定表
幼児～Ｕ－９ Ｕ－１０ Ｕ－１１ Ｕ－１２

長嶺　9：30～12：00

V：宮崎遠征
（シャイニング+TM）

F：ウインターカップ
＠スポーツの森大津

V：宮崎遠征
（シャイニング+TM）

V：宮崎遠征
（シャイニング+TM）

F：ウインターカップ
＠スポーツの森大津

V：宮崎遠征
（シャイニング+TM）

長嶺　19：00～21：00 長嶺　19：00～21：00 長嶺　19：00～21：00 1 火1 火 長嶺　18：00～19：30 長嶺　18：00～19：30 長嶺　18：00～19：30

3 木


