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学年 内容 日付 場所 写真URL

交流戦 2014年11月8日 六名グランド http://opa.cig2.imagegateway.net/s/m/FttH7vVttyR ※

練習風景 2014年11月22日 県営サッカー場 http://opa.cig2.imagegateway.net/s/m/EWLCLHraEBd ※

SAKURA FCさんとのTM 2014年12月13日 弥富市文化広場 http://opa.cig2.imagegateway.net/s/m/BfhNQ5AA2ZH ※

弥富 交流戦① 2015年1月17日 弥富市文化広場 http://opa.cig2.imagegateway.net/s/m/Fh8uh4yC3mZ ※

弥富 交流戦② 2015年1月17日 弥富市文化広場 http://opa.cig2.imagegateway.net/s/m/GyNQSGmLXgN ※

弥富 交流戦③ 2015年1月17日 弥富市文化広場 http://opa.cig2.imagegateway.net/s/m/CRkykwwBzkR ※

オレンジカップ 2015年2月28日 県営サッカー場 http://opa.cig2.imagegateway.net/s/m/FjHB74H3dQJ ※

チビリンピック 2015年5月2、3日 県営サッカー場 http://opa.cig2.imagegateway.net/s/m/CsFhiSuiuv2 ※

チビリンピック 2015年5月9、10日 県営サッカー場 http://opa.cig2.imagegateway.net/s/m/GGE4E3mMtet ※

岡崎リーグ 2015年5月16日 渡り橋グラウンド http://opa.cig2.imagegateway.net/s/m/DCvXRek2YT8 ※

岡崎リーグ 2015年6月13日 渡り橋グラウンド http://opa.cig2.imagegateway.net/s/m/HSTxXEQ3TL3 ※

岡崎リーグ 2015年6月20日 渡り橋グラウンド http://opa.cig2.imagegateway.net/s/m/FtpTiVUBRUN ※

西三河リーグ 2015年6月21日 西尾小学校 http://opa.cig2.imagegateway.net/s/m/H3gvRKpTfCs ※

西三河リーグ 2015年6月28日 県営サッカー場 http://opa.cig2.imagegateway.net/s/m/EmpkdZ3iYuA ※

雄踏カップ 2015年8月1日 雄踏総合公園 http://opa.cig2.imagegateway.net/s/m/CvWs2gL7zjW

雄踏カップ 2015年8月2日 雄踏総合公園 http://opa.cig2.imagegateway.net/s/m/FLJPh4kFfnp

岡崎西SSS TM 2015年8月29日 県営サッカー場 http://opa.cig2.imagegateway.net/s/m/BsagtmkARGH

岡崎リーグ 2015年9月5日 渡り橋グラウンド http://opa.cig2.imagegateway.net/s/m/HT5FEnwhm2s

とよしんカップ 2015年9月13日 豊田スタジアム http://opa.cig2.imagegateway.net/s/m/CWSNLK3TPwu

西三河リーグ 2015年10月18日 デンソー安城 http://opa.cig2.imagegateway.net/s/m/G4kxwGmMTQa

幸田中央公園 TM 2015年10月31日 幸田中央公園 http://opa.cig2.imagegateway.net/s/m/CesCRpKMAPA

岡崎西SSS、安城北部FC TM 2015年11月15日 県営サッカー場 http://opa.cig2.imagegateway.net/s/m/Dt5nrnMwvah

港町グランド 2015年11月21日 港町グランド http://opa.cig2.imagegateway.net/s/m/BYxJKyiGh2a

岡崎リーグ 2015年12月12日 渡り橋グラウンド http://opa.cig2.imagegateway.net/s/m/BiyCWUnWAdM

亀城公園　TM 2015年12月26日 亀城公園グラウンド http://opa.cig2.imagegateway.net/s/m/Fem2xRRszrS

西三河リーグ 2016年1月10日 西尾小学校 http://opa.cig2.imagegateway.net/s/u/Byye4JrnwEn

アゼリアカップ1日目 2016年1月16日 かもめグラウンド http://opa.cig2.imagegateway.net/s/u/GUnLfYuugan

アゼリアカップ2日目 2016年1月17日 かもめグラウンド http://opa.cig2.imagegateway.net/s/u/CczUTVWp8nC

名古屋市4年生1日目 2016年1月30日 晴丘体育施設運動広場 http://opa.cig2.imagegateway.net/s/u/CR5Ymjr2uhu

名古屋市4年生2日目 2016年1月31日 森林公園運動広場 http://opa.cig2.imagegateway.net/s/u/BLUkcsLecHZ

美濃カップ 2016年3月20日 台山ヒロック http://opa.cig2.imagegateway.net/s/u/GkpwCXsLDna

BBQ 2016年4月10日 中央総合公園 http://opa.cig2.imagegateway.net/s/u/HWpKRGt35Tx

豊橋南プレッツァFC TM 2016年5月7日 県営サッカー場 http://opa.cig2.imagegateway.net/s/u/BBuEYmZgKMn

岡崎リーグ 2016年5月14日 渡り橋グラウンド http://opa.cig2.imagegateway.net/s/u/F5AvA3akrDD

西三河リーグ 2016年6月19日 金山運動広場 http://opa.cig2.imagegateway.net/s/u/BfYQSkuzX4p

フジパンカップ 2016年7月2日 碧南2号地多目的広場 http://opa.cig2.imagegateway.net/s/u/FZsHUYGkusY

フジパンカップ 2016年7月3日 碧南2号地多目的広場 http://opa.cig2.imagegateway.net/s/u/DMLj5MYZrDW

西三河リーグ 2016年7月10日 西尾緑地Bグランド http://opa.cig2.imagegateway.net/s/u/Fd42HatNjME

西三河リーグ 2016年7月23日 トヨタスポーツセンター http://opa.cig2.imagegateway.net/s/u/AwYpvmuXcS7

Atletico TM 2016年8月6日 愛知県森林公園 http://opa.cig2.imagegateway.net/s/u/GGnRgQL47E8

安城北部 TM 2016年8月28日 デンソー安城 http://opa.cig2.imagegateway.net/s/u/CfZHSiFijTi

岡崎リーグ 2016年9月3日 美矢井橋グラウンド http://opa.cig2.imagegateway.net/s/u/BwEvB4WMz7H

イビコンカップ 2016年9月11日 養老町スマイルグラウンド http://opa.cig2.imagegateway.net/s/u/DMxZZdYAJhZ

童子山小学校TM 2016年10月10日 童子山小学校 https://opa.cig2.imagegateway.net/s/cp/FsTXxtAYcPN

新人戦 2016年10月22日 碧南2号地多目的広場 https://opa.cig2.imagegateway.net/s/cp/BNdsMc5TrzN

安城北部 TM 2016年10月23日 デンソー安城 https://opa.cig2.imagegateway.net/s/cp/BegFZtHLCxJ

岡崎リーグ 2016年11月5日 渡り橋グラウンド https://opa.cig2.imagegateway.net/s/u/DR254gM7arL

西三河リーグ 2016年11月12日 境川浄化センター https://opa.cig2.imagegateway.net/s/u/ECaKncBhGvN

西三河リーグ 2016年11月26日 県営サッカー場 https://opa.cig2.imagegateway.net/s/u/C5HJQc3fAuj

岡崎リーグ 2016年12月3日 渡り橋グラウンド https://opa.cig2.imagegateway.net/s/u/HUPDCnic34R

忘年会 2016年12月17日 しゃぶしゃぶ太郎 https://opa.cig2.imagegateway.net/s/u/CT47cipiMSS

刈谷TM 2016年12月25日 瀬木グランド https://opa.cig2.imagegateway.net/s/u/DAkZEcHnWX4

西三河リーグ 2017年1月21日 豊田市 東山小学校 https://opa.cig2.imagegateway.net/s/cp/DT8hdGtfNDJ

岡崎リーグ 2017年2月4日 渡り橋グラウンド https://opa.cig2.imagegateway.net/s/cp/CRBsQndxH7f

相生カップ 2017年2月25、26日 浜松 飯田公園 https://opa.cig2.imagegateway.net/s/cp/FaFu4KP8vYf

岡崎リーグ 2017年3月4日 渡り橋グラウンド https://opa.cig2.imagegateway.net/s/cp/EYJ3psAQpU4

トキワカップ1日目 2017年3月11日 県営グラウンド https://opa.cig2.imagegateway.net/s/cp/FGhLcp3XVTw

トキワカップ2日目 2017年3月12日 県営グラウンド https://opa.cig2.imagegateway.net/s/cp/Eui3tLxKASQ

親子サッカー 2017年3月18日 県営グラウンド https://opa.cig2.imagegateway.net/s/cp/BkeKdEzXMGH

ひまわりカップ1日目 2017年3月25日 豊田市運動公園球技場 https://opa.cig2.imagegateway.net/s/cp/Fjsw8XT7xwe

引継式 2017年3月25日 県営グラウンド https://opa.cig2.imagegateway.net/s/cp/FVrQ2VN7KJS

ひまわりカップ2日目 2017年3月26日 五ヶ丘グラウンド https://opa.cig2.imagegateway.net/s/cp/Czmynfzz8kw

西三河リーグ 2017年4月16日 高浜小学校 https://opa.cig2.imagegateway.net/s/cp/FtXCgirGxP8

西三河リーグ 2017年4月30日 渡り橋グラウンド https://opa.cig2.imagegateway.net/s/cp/H3CuUTBtpSp

下山弘法祭り 2017年5月3日 下山中学校 https://opa.cig2.imagegateway.net/s/cp/BfksSYEH8tp

知多カップ 2017年5月14日 半田運動公園多目的広場 https://opa.cig2.imagegateway.net/s/cp/HCDAFEg3rZE

西三河リーグ 2017年6月1日 半田運動公園多目的広場 https://opa.cig2.imagegateway.net/s/cp/EzCrZuuYjVJ

西三河リーグ 2017年6月24日
豊田自動織機

碧南工場グランド
https://opa.cig2.imagegateway.net/s/cp/F5e2GSrLDr3

西三河リーグ 2017年7月1日 安城市陸上競技場 https://opa.cig2.imagegateway.net/s/cp/EdRCMZ7yS4n

フジパン1日目 2017年7月8日 半田運動公園多目的広場 https://opa.cig2.imagegateway.net/s/cp/DK7tzcgrpgw

フジパン2日目 2017年7月9日 半田運動公園多目的広場 https://opa.cig2.imagegateway.net/s/cp/BcwE8CVKeKR

清水カップ到着日と1日目の出発 2017年8月10日、11日 柳家旅館 https://opa.cig2.imagegateway.net/s/cp/CehevFUv2By

清水カップ1日目　vs静岡中田SSS 2017年8月11日 不二見小学校 https://opa.cig2.imagegateway.net/s/cp/GWjsArKHBzd

清水カップ1日目　vs行田東FC R 2017年8月11日 三保二小学校 https://opa.cig2.imagegateway.net/s/cp/E53eYxXa2Jp

清水カップ2日目　アスレチック 2017年8月12日 広野海岸公園 https://opa.cig2.imagegateway.net/s/cp/BYzDThY7FF8

清水カップ2日目　vs新座片山フォルティシモ少年団 2017年8月12日 不二見小学校 https://opa.cig2.imagegateway.net/s/cp/CQhyih3FcBL

清水カップ2日目　vs菅FC 2017年8月12日 東海大学グランド https://opa.cig2.imagegateway.net/s/cp/FKnNYBWRtQG

清水カップ3日目　サッカー神社とクルージング 2017年8月13日 魚町稲荷、清水港 https://opa.cig2.imagegateway.net/s/cp/FAGcJUUwQ2x

清水カップ3日目　vs中野島FC 2017年8月13日 三保一小学校 https://opa.cig2.imagegateway.net/s/cp/EGSxi44nVK4

清水カップ4日目　vs野庭キッカーズR 2017年8月14日 蛇塚グランド https://opa.cig2.imagegateway.net/s/cp/HCvEFKHiKYf

清水カップ4日目　vsバディーSC千葉U12 2017年8月14日 蛇塚グランド https://opa.cig2.imagegateway.net/s/cp/G4nt5ycCyc8

清水カップ5日目　vs中野島FC Jr 2017年8月15日 駒越小学校 https://opa.cig2.imagegateway.net/s/cp/GkjXLNjwZ2J

清水カップ5日目　vs百合丘子どもSC 2017年8月15日 蛇塚グランド https://opa.cig2.imagegateway.net/s/cp/CvAmwzCErr8

碧南カップ1日目 2017年8月19日 碧南2号地多目的広場 https://opa.cig2.imagegateway.net/s/cp/BWKx7yNPFCY

碧南カップ2日目 2017年8月20日 碧南2号地多目的広場 https://opa.cig2.imagegateway.net/s/cp/GyUj5XkMedy

ZENTCUP岡崎予選 2017年9月2日 渡り橋グラウンド https://opa.cig2.imagegateway.net/s/cp/GuZmMAci2ap

西三河リーグ 2017年9月16日 渡り橋グラウンド https://opa.cig2.imagegateway.net/s/cp/EfwraTWfu8a

西三河リーグ 2017年9月24日 金山運動広場 https://opa.cig2.imagegateway.net/s/cp/GAaeAS5ptv4

親子サッカー 2017年9月30日 常磐東小学校 https://opa.cig2.imagegateway.net/s/cp/DutHH7XXydf

全日本少年サッカー 西三河予選 2017年10月15日 碧南2号地多目的広場 https://opa.cig2.imagegateway.net/s/cp/HZv4GCkyLYu

全日本少年サッカー 西三河予選 2017年10月29日 西尾緑地Bグランド https://opa.cig2.imagegateway.net/s/cp/EsxeYXyHzGf

清水カップ 写真屋さんの写真 2017年8月11日 不二見、三保二小学校 https://opa.cig2.imagegateway.net/s/cp/DUkCFPyBM8Z

パスワードはすべて同じです。

※：写真サイズを小さくしました。元の写真サイズを希望の方はファイル名をご連絡ください。送信いたします。

http://opa.cig2.imagegateway.net/s/m/H3XMttSMBvM
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5年生

モチベーションアップムービー　U-10
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