
【平成23年２月　主要予定表】【平成23年２月　主要予定表】【平成23年２月　主要予定表】【平成23年２月　主要予定表】
☆印は大会/練習試合等，○印は練習日，◎印は自主トレ当番☆印は大会/練習試合等，○印は練習日，◎印は自主トレ当番☆印は大会/練習試合等，○印は練習日，◎印は自主トレ当番☆印は大会/練習試合等，○印は練習日，◎印は自主トレ当番 屋島サッカースポーツ少年団屋島サッカースポーツ少年団屋島サッカースポーツ少年団屋島サッカースポーツ少年団

日日日日 曜曜曜曜 U-12U-12U-12U-12 U-11U-11U-11U-11 U-10U-10U-10U-10 U-９U-９U-９U-９ U-８U-８U-８U-８ U-７U-７U-７U-７ ﾎﾞﾆｰﾀﾎﾞﾆｰﾀﾎﾞﾆｰﾀﾎﾞﾆｰﾀ ｷｯｽﾞｷｯｽﾞｷｯｽﾞｷｯｽﾞ 屋島中屋島中屋島中屋島中 摘　　　　　要摘　　　　　要摘　　　　　要摘　　　　　要

2/32/32/32/3 木木木木 ◎◎◎◎ ○○○○ ○○○○                 ○ 自主トレ（15:30-17:00）自主トレ（15:30-17:00）自主トレ（15:30-17:00）自主トレ（15:30-17:00）

5555 土土土土 ○○○○
☆☆☆☆

(成合)(成合)(成合)(成合)
○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○     

12:00-
15:00

2010ﾎﾟｶﾘｽｴｯﾄU-12ｻｯｶｰﾘｰｸﾞin香川県後期ﾘｰｸﾞ(U-11)2010ﾎﾟｶﾘｽｴｯﾄU-12ｻｯｶｰﾘｰｸﾞin香川県後期ﾘｰｸﾞ(U-11)2010ﾎﾟｶﾘｽｴｯﾄU-12ｻｯｶｰﾘｰｸﾞin香川県後期ﾘｰｸﾞ(U-11)2010ﾎﾟｶﾘｽｴｯﾄU-12ｻｯｶｰﾘｰｸﾞin香川県後期ﾘｰｸﾞ(U-11)
東讃TC(U-12･11)←未定(15:00-17:00屋島G)
東讃TC(U-10)(15:00-17:00菱池G),東讃ｷｯｽﾞ(U-9)(15:30-17:00屋島G)

6666 日日日日
○○○○

1F東1F東1F東1F東
☆☆☆☆

(成合)(成合)(成合)(成合)
☆☆☆☆

(一宮)(一宮)(一宮)(一宮)
☆☆☆☆

(屋島)(屋島)(屋島)(屋島)
☆☆☆☆

(屋島)(屋島)(屋島)(屋島)
○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○ 午後
2010ﾎﾟｶﾘｽｴｯﾄU-12ｻｯｶｰﾘｰｸﾞin香川県最終順位決定戦(U-11)2010ﾎﾟｶﾘｽｴｯﾄU-12ｻｯｶｰﾘｰｸﾞin香川県最終順位決定戦(U-11)2010ﾎﾟｶﾘｽｴｯﾄU-12ｻｯｶｰﾘｰｸﾞin香川県最終順位決定戦(U-11)2010ﾎﾟｶﾘｽｴｯﾄU-12ｻｯｶｰﾘｰｸﾞin香川県最終順位決定戦(U-11)
練習試合(U-10･9･8)練習試合(U-10･9･8)練習試合(U-10･9･8)練習試合(U-10･9･8)

10101010 木木木木 ○○○○ ◎◎◎◎ ○○○○ 　　　　 ○ 自主トレ（15:30-17:00）自主トレ（15:30-17:00）自主トレ（15:30-17:00）自主トレ（15:30-17:00）

11111111 金金金金 ○○○○
☆☆☆☆

(成合)(成合)(成合)(成合)
○○○○ ○○○○ ○○○○

☆☆☆☆
(丸亀)(丸亀)(丸亀)(丸亀)

○○○○ 午後
JA共済ｶｯﾌﾟ第1回香川県ｼﾞｭﾆｱﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ1･2回戦(U-11)JA共済ｶｯﾌﾟ第1回香川県ｼﾞｭﾆｱﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ1･2回戦(U-11)JA共済ｶｯﾌﾟ第1回香川県ｼﾞｭﾆｱﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ1･2回戦(U-11)JA共済ｶｯﾌﾟ第1回香川県ｼﾞｭﾆｱﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ1･2回戦(U-11)
KFAｷｯｽﾞ(U-7)ｻｯｶｰｶｰﾆﾊﾞﾙ2010香川in丸亀競技場(U-7)KFAｷｯｽﾞ(U-7)ｻｯｶｰｶｰﾆﾊﾞﾙ2010香川in丸亀競技場(U-7)KFAｷｯｽﾞ(U-7)ｻｯｶｰｶｰﾆﾊﾞﾙ2010香川in丸亀競技場(U-7)KFAｷｯｽﾞ(U-7)ｻｯｶｰｶｰﾆﾊﾞﾙ2010香川in丸亀競技場(U-7)

12121212 土土土土 ○○○○
☆☆☆☆

(成合)(成合)(成合)(成合)
○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ 午後 JA共済ｶｯﾌﾟ第1回香川県ｼﾞｭﾆｱﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ準決勝･決勝(U-11)JA共済ｶｯﾌﾟ第1回香川県ｼﾞｭﾆｱﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ準決勝･決勝(U-11)JA共済ｶｯﾌﾟ第1回香川県ｼﾞｭﾆｱﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ準決勝･決勝(U-11)JA共済ｶｯﾌﾟ第1回香川県ｼﾞｭﾆｱﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ準決勝･決勝(U-11)

13131313 日日日日
○○○○
2F2F2F2F

☆☆☆☆
(郷東)(郷東)(郷東)(郷東)

☆☆☆☆
(屋島)(屋島)(屋島)(屋島)

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

☆☆☆☆
(屋島)(屋島)(屋島)(屋島)

○○○○
15:30-
17:00

第40回高松市小学生ｻｯｶｰ大会(U-11･10･ﾎﾞﾆｰﾀ)第40回高松市小学生ｻｯｶｰ大会(U-11･10･ﾎﾞﾆｰﾀ)第40回高松市小学生ｻｯｶｰ大会(U-11･10･ﾎﾞﾆｰﾀ)第40回高松市小学生ｻｯｶｰ大会(U-11･10･ﾎﾞﾆｰﾀ)

17171717 木木木木 ○○○○ ○○○○ ◎◎◎◎ 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 ○ 自主トレ（15:30-17:00）自主トレ（15:30-17:00）自主トレ（15:30-17:00）自主トレ（15:30-17:00）

19191919 土土土土
☆☆☆☆

(愛媛)(愛媛)(愛媛)(愛媛)
☆☆☆☆

(郷東)(郷東)(郷東)(郷東)
☆☆☆☆

(屋島)(屋島)(屋島)(屋島)
☆☆☆☆

(愛媛)(愛媛)(愛媛)(愛媛)
×××× ××××

☆☆☆☆
(屋島)(屋島)(屋島)(屋島)

6:30-
8:00

第30回久枝招待少年ｻｯｶｰ大会(U-12第30回久枝招待少年ｻｯｶｰ大会(U-12第30回久枝招待少年ｻｯｶｰ大会(U-12第30回久枝招待少年ｻｯｶｰ大会(U-12 ･9･9･9･9))))
第40回高松市小学生ｻｯｶｰ大会(U-11･10･ﾎﾞﾆｰﾀ)第40回高松市小学生ｻｯｶｰ大会(U-11･10･ﾎﾞﾆｰﾀ)第40回高松市小学生ｻｯｶｰ大会(U-11･10･ﾎﾞﾆｰﾀ)第40回高松市小学生ｻｯｶｰ大会(U-11･10･ﾎﾞﾆｰﾀ)
東讃TC(U-12･11)(15:00-17:00屋島G)
第16回高松市職員労働組合連合会駅伝大会(8:00-13:00 2F)

20202020 日日日日
☆☆☆☆

(愛媛)(愛媛)(愛媛)(愛媛)
☆☆☆☆

(成合)(成合)(成合)(成合)
☆☆☆☆

(成合)(成合)(成合)(成合)
☆☆☆☆

(愛媛)(愛媛)(愛媛)(愛媛)
×××× ××××

☆☆☆☆
(成合)(成合)(成合)(成合)

×××× 午後
第30回久枝招待少年ｻｯｶｰ大会(U-12･9)第30回久枝招待少年ｻｯｶｰ大会(U-12･9)第30回久枝招待少年ｻｯｶｰ大会(U-12･9)第30回久枝招待少年ｻｯｶｰ大会(U-12･9)
第40回高松市小学生ｻｯｶｰ大会(U-11･10･ﾎﾞﾆｰﾀ)第40回高松市小学生ｻｯｶｰ大会(U-11･10･ﾎﾞﾆｰﾀ)第40回高松市小学生ｻｯｶｰ大会(U-11･10･ﾎﾞﾆｰﾀ)第40回高松市小学生ｻｯｶｰ大会(U-11･10･ﾎﾞﾆｰﾀ)

24242424 木木木木 ◎◎◎◎ ○○○○ ○○○○ 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 ○ 自主トレ（15:30-17:00）自主トレ（15:30-17:00）自主トレ（15:30-17:00）自主トレ（15:30-17:00）

26262626 土土土土 ○○○○
☆☆☆☆

(徳島)(徳島)(徳島)(徳島)
○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ 午後

第27回渭北選抜SSC CUP助任少年ｻｯｶｰ大会(U-11)第27回渭北選抜SSC CUP助任少年ｻｯｶｰ大会(U-11)第27回渭北選抜SSC CUP助任少年ｻｯｶｰ大会(U-11)第27回渭北選抜SSC CUP助任少年ｻｯｶｰ大会(U-11)
育成会役員会(19:00-)育成会役員会(19:00-)育成会役員会(19:00-)育成会役員会(19:00-)
ﾋﾟｶﾗｶｯﾌﾟ･2011近県地区ﾄﾚｾﾝ(U-11)対抗戦(丸亀M･S)
東讃TC(U-10)(15:00-17:00菱池G),東讃ｷｯｽﾞ(U-9)(15:30-17:00屋島G)

27272727 日日日日 ○○○○
☆☆☆☆

(徳島)(徳島)(徳島)(徳島)
○○○○ ○○○○

☆☆☆☆
(屋島)(屋島)(屋島)(屋島)

○○○○ ○○○○ ○○○○ 午後

第27回渭北選抜SSC CUP助任少年ｻｯｶｰ大会(U-11)第27回渭北選抜SSC CUP助任少年ｻｯｶｰ大会(U-11)第27回渭北選抜SSC CUP助任少年ｻｯｶｰ大会(U-11)第27回渭北選抜SSC CUP助任少年ｻｯｶｰ大会(U-11)
練習試合(U-8)練習試合(U-8)練習試合(U-8)練習試合(U-8)
第10回めざせﾌｧﾝﾀｼﾞｽﾀinやしま(9:10-9:40)第10回めざせﾌｧﾝﾀｼﾞｽﾀinやしま(9:10-9:40)第10回めざせﾌｧﾝﾀｼﾞｽﾀinやしま(9:10-9:40)第10回めざせﾌｧﾝﾀｼﾞｽﾀinやしま(9:10-9:40)
ﾋﾟｶﾗｶｯﾌﾟ･2011近県地区ﾄﾚｾﾝ(U-11)対抗戦(丸亀M･S)
KFA第4種委員会代表者会(18:00-)

【平成23年３月　主要予定表】【平成23年３月　主要予定表】【平成23年３月　主要予定表】【平成23年３月　主要予定表】
☆印は大会/練習試合等，○印は練習日，◎印は自主トレ当番☆印は大会/練習試合等，○印は練習日，◎印は自主トレ当番☆印は大会/練習試合等，○印は練習日，◎印は自主トレ当番☆印は大会/練習試合等，○印は練習日，◎印は自主トレ当番 屋島サッカースポーツ少年団屋島サッカースポーツ少年団屋島サッカースポーツ少年団屋島サッカースポーツ少年団

日日日日 曜曜曜曜 U-12U-12U-12U-12 U-11U-11U-11U-11 U-10U-10U-10U-10 U-９U-９U-９U-９ U-８U-８U-８U-８ U-７U-７U-７U-７ ﾎﾞﾆｰﾀﾎﾞﾆｰﾀﾎﾞﾆｰﾀﾎﾞﾆｰﾀ ｷｯｽﾞｷｯｽﾞｷｯｽﾞｷｯｽﾞ 屋島中屋島中屋島中屋島中 摘　　　　　要摘　　　　　要摘　　　　　要摘　　　　　要

3/33/33/33/3 木木木木 ○○○○ ◎◎◎◎ ○○○○                 ○ 自主トレ（15:30-17:00）自主トレ（15:30-17:00）自主トレ（15:30-17:00）自主トレ（15:30-17:00）

5555 土土土土 ○○○○
☆☆☆☆

(香南)(香南)(香南)(香南)
○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○     午後

第30回香南招待少年ｻｯｶｰ大会(U-11)第30回香南招待少年ｻｯｶｰ大会(U-11)第30回香南招待少年ｻｯｶｰ大会(U-11)第30回香南招待少年ｻｯｶｰ大会(U-11)
東讃TC(U-12)(18:30-20:30志度小),東讃TC(U-11)(19:00-21:00高松大)
東讃TC(U-10)(15:00-17:00菱池G),東讃ｷｯｽﾞ(U-9)(15:30-17:00屋島G)
KFA総会

6666 日日日日
○○○○

14-1714-1714-1714-17
☆☆☆☆

(香南)(香南)(香南)(香南)
○○○○

14-1714-1714-1714-17
○○○○

14-1714-1714-1714-17
○○○○

14-1714-1714-1714-17
○○○○

14-1714-1714-1714-17

☆☆☆☆
(愛媛)(愛媛)(愛媛)(愛媛)
(生島)(生島)(生島)(生島)

☆☆☆☆
(生島)(生島)(生島)(生島)

午前

第30回香南招待少年ｻｯｶｰ大会(U-11)第30回香南招待少年ｻｯｶｰ大会(U-11)第30回香南招待少年ｻｯｶｰ大会(U-11)第30回香南招待少年ｻｯｶｰ大会(U-11)
第15回新居浜中央ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ杯少女ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(ﾎﾞﾆｰﾀ)第15回新居浜中央ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ杯少女ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(ﾎﾞﾆｰﾀ)第15回新居浜中央ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ杯少女ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(ﾎﾞﾆｰﾀ)第15回新居浜中央ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ杯少女ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(ﾎﾞﾆｰﾀ)
JFAｶﾞｰﾙｽﾞｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2010香川in生島(ﾎﾞﾆｰﾀ)JFAｶﾞｰﾙｽﾞｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2010香川in生島(ﾎﾞﾆｰﾀ)JFAｶﾞｰﾙｽﾞｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2010香川in生島(ﾎﾞﾆｰﾀ)JFAｶﾞｰﾙｽﾞｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2010香川in生島(ﾎﾞﾆｰﾀ)
JFAｷｯｽﾞ(U-6)ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2010香川in生島ｻｯｶｰｸﾞﾗﾝﾄﾞ(ｷｯｽﾞ)JFAｷｯｽﾞ(U-6)ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2010香川in生島ｻｯｶｰｸﾞﾗﾝﾄﾞ(ｷｯｽﾞ)JFAｷｯｽﾞ(U-6)ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2010香川in生島ｻｯｶｰｸﾞﾗﾝﾄﾞ(ｷｯｽﾞ)JFAｷｯｽﾞ(U-6)ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2010香川in生島ｻｯｶｰｸﾞﾗﾝﾄﾞ(ｷｯｽﾞ)
第10回屋島ｸﾘｰﾝ大作戦(U-12･10)第10回屋島ｸﾘｰﾝ大作戦(U-12･10)第10回屋島ｸﾘｰﾝ大作戦(U-12･10)第10回屋島ｸﾘｰﾝ大作戦(U-12･10)
高松･東讃地区ﾎﾟｶﾘ前期ﾘｰｸﾞ抽選会(18:30-)

10101010 木木木木 ○○○○ ○○○○ ◎◎◎◎ 　　　　 ○ 自主トレ（15:30-17:00）自主トレ（15:30-17:00）自主トレ（15:30-17:00）自主トレ（15:30-17:00）

12121212 土土土土
○○○○
2F2F2F2F

☆☆☆☆
(屋島)(屋島)(屋島)(屋島)

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

×
第26回ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰ源平ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(U-11)第26回ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰ源平ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(U-11)第26回ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰ源平ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(U-11)第26回ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰ源平ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(U-11)
★平成22年度育成会総会(18:30-屋島西ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ)★平成22年度育成会総会(18:30-屋島西ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ)★平成22年度育成会総会(18:30-屋島西ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ)★平成22年度育成会総会(18:30-屋島西ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ)
東讃TC(U-11・10)(19:00-21:00 高松大)

13131313 日日日日
○○○○
2F2F2F2F

☆☆☆☆
(屋島)(屋島)(屋島)(屋島)

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○ ×
第26回ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰ源平ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(U-11)第26回ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰ源平ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(U-11)第26回ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰ源平ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(U-11)第26回ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰ源平ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(U-11)
※第10回屋島ｸﾘｰﾝ大作戦予備日

17171717 木木木木 ◎◎◎◎ ○○○○ ○○○○ 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 ○ 自主トレ（15:30-17:00）自主トレ（15:30-17:00）自主トレ（15:30-17:00）自主トレ（15:30-17:00）

19191919 土土土土 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○
☆☆☆☆

(津田)(津田)(津田)(津田)
午後

小町ｶｯﾌﾟ2011近県交流女子ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰ大会(ﾎﾞﾆｰﾀ)小町ｶｯﾌﾟ2011近県交流女子ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰ大会(ﾎﾞﾆｰﾀ)小町ｶｯﾌﾟ2011近県交流女子ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰ大会(ﾎﾞﾆｰﾀ)小町ｶｯﾌﾟ2011近県交流女子ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰ大会(ﾎﾞﾆｰﾀ)
第11回めざせﾌｧﾝﾀｼﾞｽﾀinやしま(9:10-9:40)第11回めざせﾌｧﾝﾀｼﾞｽﾀinやしま(9:10-9:40)第11回めざせﾌｧﾝﾀｼﾞｽﾀinやしま(9:10-9:40)第11回めざせﾌｧﾝﾀｼﾞｽﾀinやしま(9:10-9:40)
育成会役員会(19:00-)育成会役員会(19:00-)育成会役員会(19:00-)育成会役員会(19:00-)
U-12NTC四国後期(Uﾋﾞﾚｯｼﾞ)

20202020 日日日日
☆☆☆☆

(屋島)(屋島)(屋島)(屋島)
○○○○
2F2F2F2F

☆☆☆☆
(屋島)(屋島)(屋島)(屋島)

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

☆☆☆☆
(屋島)(屋島)(屋島)(屋島)

☆☆☆☆
(津田)(津田)(津田)(津田)

×××× 午後
小町ｶｯﾌﾟ2011近県交流女子ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰ大会(ﾎﾞﾆｰﾀ)小町ｶｯﾌﾟ2011近県交流女子ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰ大会(ﾎﾞﾆｰﾀ)小町ｶｯﾌﾟ2011近県交流女子ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰ大会(ﾎﾞﾆｰﾀ)小町ｶｯﾌﾟ2011近県交流女子ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰ大会(ﾎﾞﾆｰﾀ)
練習試合(U-12･10･7)練習試合(U-12･10･7)練習試合(U-12･10･7)練習試合(U-12･10･7)
U-12NTC四国後期(Uﾋﾞﾚｯｼﾞ)

21212121 月月月月 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○
☆☆☆☆

(屋島)(屋島)(屋島)(屋島)
午後

★平成22年度卒団式(11:30-)★平成22年度卒団式(11:30-)★平成22年度卒団式(11:30-)★平成22年度卒団式(11:30-)
第12回ｷｯｽﾞなかよしｻｯｶｰ大会(13:30-15:30)第12回ｷｯｽﾞなかよしｻｯｶｰ大会(13:30-15:30)第12回ｷｯｽﾞなかよしｻｯｶｰ大会(13:30-15:30)第12回ｷｯｽﾞなかよしｻｯｶｰ大会(13:30-15:30)
U-12NTC四国後期(生島M･S)

24242424 木木木木 自主自主自主自主 ◎◎◎◎ ○○○○ ○○○○ 　　　　 　　　　 　　　　 ○ 自主トレ（15:30-17:00）自主トレ（15:30-17:00）自主トレ（15:30-17:00）自主トレ（15:30-17:00）

26262626 土土土土 自主自主自主自主
☆☆☆☆

(高知)(高知)(高知)(高知)
(菱池)(菱池)(菱池)(菱池)

☆☆☆☆
(高知)(高知)(高知)(高知)

○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ 午後

第22回大方ｶｯﾌﾟ少年ｻｯｶｰ大会(U-11)第22回大方ｶｯﾌﾟ少年ｻｯｶｰ大会(U-11)第22回大方ｶｯﾌﾟ少年ｻｯｶｰ大会(U-11)第22回大方ｶｯﾌﾟ少年ｻｯｶｰ大会(U-11)
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾌﾟ2011(U-11)ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾌﾟ2011(U-11)ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾌﾟ2011(U-11)ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾌﾟ2011(U-11)
第27回鷹城ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ杯龍馬大会(U-10)第27回鷹城ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ杯龍馬大会(U-10)第27回鷹城ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ杯龍馬大会(U-10)第27回鷹城ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ杯龍馬大会(U-10)
U-13・12交流ﾄﾚｾﾝﾃﾞｰ(生島M･S)

27272727 日日日日 自主自主自主自主
☆☆☆☆

(高知)(高知)(高知)(高知)
(菱池)(菱池)(菱池)(菱池)

☆☆☆☆
(高知)(高知)(高知)(高知)

☆☆☆☆
(屋島)(屋島)(屋島)(屋島)

☆☆☆☆
(屋島)(屋島)(屋島)(屋島)

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○ 午後

第22回大方ｶｯﾌﾟ少年ｻｯｶｰ大会(U-11)第22回大方ｶｯﾌﾟ少年ｻｯｶｰ大会(U-11)第22回大方ｶｯﾌﾟ少年ｻｯｶｰ大会(U-11)第22回大方ｶｯﾌﾟ少年ｻｯｶｰ大会(U-11)
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾌﾟ2011(U-11)ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾌﾟ2011(U-11)ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾌﾟ2011(U-11)ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾌﾟ2011(U-11)
第27回鷹城ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ杯龍馬大会(U-10)第27回鷹城ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ杯龍馬大会(U-10)第27回鷹城ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ杯龍馬大会(U-10)第27回鷹城ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ杯龍馬大会(U-10)
練習試合(U-9･8)練習試合(U-9･8)練習試合(U-9･8)練習試合(U-9･8)
U-11･10ﾄﾚｾﾝﾃﾞｰ(生島M･S)・伝達講習会(予定)

29292929 火火火火 自主自主自主自主 ○○○○ ◎◎◎◎ ○○○○ 　　　　 　　　　 ○ 自主トレ（15:00-16:30）自主トレ（15:00-16:30）自主トレ（15:00-16:30）自主トレ（15:00-16:30）

31313131 木木木木 自主自主自主自主 ○○○○ ○○○○ ◎◎◎◎ 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 ○ 自主トレ（15:00-16:30）自主トレ（15:00-16:30）自主トレ（15:00-16:30）自主トレ（15:00-16:30）

①①①① 自主トレは、U-12･11･10の保護者で子供達をみてください。ビブスは、西側倉庫前車の中にあります。自主トレは、U-12･11･10の保護者で子供達をみてください。ビブスは、西側倉庫前車の中にあります。自主トレは、U-12･11･10の保護者で子供達をみてください。ビブスは、西側倉庫前車の中にあります。自主トレは、U-12･11･10の保護者で子供達をみてください。ビブスは、西側倉庫前車の中にあります。

②②②②

３月はボニータ３月はボニータ３月はボニータ３月はボニータ の保護者の保護者の保護者の保護者 でお願いします。でお願いします。でお願いします。でお願いします。

毎週１階クラブハウス及びグラウンド（トイレ、倉庫、ごみ箱、グラウンド周辺）、２階（トイレ、階段等）の清掃及びごみ処理は毎週１階クラブハウス及びグラウンド（トイレ、倉庫、ごみ箱、グラウンド周辺）、２階（トイレ、階段等）の清掃及びごみ処理は毎週１階クラブハウス及びグラウンド（トイレ、倉庫、ごみ箱、グラウンド周辺）、２階（トイレ、階段等）の清掃及びごみ処理は毎週１階クラブハウス及びグラウンド（トイレ、倉庫、ごみ箱、グラウンド周辺）、２階（トイレ、階段等）の清掃及びごみ処理は ２月はU-8･7、２月はU-8･7、２月はU-8･7、２月はU-8･7、


