
【【【【平成24年平成24年平成24年平成24年７７７７月月月月　　　　主要予定表主要予定表主要予定表主要予定表】】】】
☆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

１１１１ 日日日日
○○○○
2F2F2F2F

☆☆☆☆
(屋島)(屋島)(屋島)(屋島)

☆☆☆☆
(屋島)(屋島)(屋島)(屋島)

☆☆☆☆
(瀬戸)(瀬戸)(瀬戸)(瀬戸)

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

☆☆☆☆
(宝山湖)(宝山湖)(宝山湖)(宝山湖)

○○○○ 15-15-15-15-

2012ﾎﾟｶﾘｽｴｯﾄU-12ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ前期ﾘｰｸﾞ(U-11/10)2012ﾎﾟｶﾘｽｴｯﾄU-12ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ前期ﾘｰｸﾞ(U-11/10)2012ﾎﾟｶﾘｽｴｯﾄU-12ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ前期ﾘｰｸﾞ(U-11/10)2012ﾎﾟｶﾘｽｴｯﾄU-12ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ前期ﾘｰｸﾞ(U-11/10)
2012ｶﾞｰﾙｽﾞU-12ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ前期ﾘｰｸﾞ（ﾎﾞﾆｰﾀ）2012ｶﾞｰﾙｽﾞU-12ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ前期ﾘｰｸﾞ（ﾎﾞﾆｰﾀ）2012ｶﾞｰﾙｽﾞU-12ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ前期ﾘｰｸﾞ（ﾎﾞﾆｰﾀ）2012ｶﾞｰﾙｽﾞU-12ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ前期ﾘｰｸﾞ（ﾎﾞﾆｰﾀ）
第1４回宇多津カップ３年生大会(U-9)第1４回宇多津カップ３年生大会(U-9)第1４回宇多津カップ３年生大会(U-9)第1４回宇多津カップ３年生大会(U-9)
(古高松南PTAﾊﾞｻﾞｰ)

５５５５ 木木木木 ○○○○ ◎◎◎◎ ○○○○ 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 ○ 自主トレ（16:00-18:00）自主トレ（16:00-18:00）自主トレ（16:00-18:00）自主トレ（16:00-18:00）

７７７７ 土土土土
☆☆☆☆

(岡山)(岡山)(岡山)(岡山)
☆☆☆☆

(瀬戸)(瀬戸)(瀬戸)(瀬戸)
○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ 午後午後午後午後

第1回ﾊﾛｰｽﾞｶｯﾌﾟ瀬戸内少年少女ｻｯｶｰ大会(U-12)第1回ﾊﾛｰｽﾞｶｯﾌﾟ瀬戸内少年少女ｻｯｶｰ大会(U-12)第1回ﾊﾛｰｽﾞｶｯﾌﾟ瀬戸内少年少女ｻｯｶｰ大会(U-12)第1回ﾊﾛｰｽﾞｶｯﾌﾟ瀬戸内少年少女ｻｯｶｰ大会(U-12)
瀬戸大橋記念公園カップU-11サッカー大会(U-11)瀬戸大橋記念公園カップU-11サッカー大会(U-11)瀬戸大橋記念公園カップU-11サッカー大会(U-11)瀬戸大橋記念公園カップU-11サッカー大会(U-11)
東讃TC(U-12/11) 19:00-21:00 高松大学、東讃TC(U-10) 18:00-19:30 高松大学

８８８８ 日日日日
☆☆☆☆

(岡山)(岡山)(岡山)(岡山)
☆☆☆☆

(瀬戸)(瀬戸)(瀬戸)(瀬戸)
○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

☆☆☆☆
(土器川)(土器川)(土器川)(土器川)

○○○○ 13-13-13-13-

第1回ﾊﾛｰｽﾞｶｯﾌﾟ瀬戸内少年少女ｻｯｶｰ大会(U-12)第1回ﾊﾛｰｽﾞｶｯﾌﾟ瀬戸内少年少女ｻｯｶｰ大会(U-12)第1回ﾊﾛｰｽﾞｶｯﾌﾟ瀬戸内少年少女ｻｯｶｰ大会(U-12)第1回ﾊﾛｰｽﾞｶｯﾌﾟ瀬戸内少年少女ｻｯｶｰ大会(U-12)
瀬戸大橋記念公園カップU-11サッカー大会(U-11)瀬戸大橋記念公園カップU-11サッカー大会(U-11)瀬戸大橋記念公園カップU-11サッカー大会(U-11)瀬戸大橋記念公園カップU-11サッカー大会(U-11)
2012ｶﾞｰﾙｽﾞU-12ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ前期ﾘｰｸﾞ（ﾎﾞﾆｰﾀ）2012ｶﾞｰﾙｽﾞU-12ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ前期ﾘｰｸﾞ（ﾎﾞﾆｰﾀ）2012ｶﾞｰﾙｽﾞU-12ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ前期ﾘｰｸﾞ（ﾎﾞﾆｰﾀ）2012ｶﾞｰﾙｽﾞU-12ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ前期ﾘｰｸﾞ（ﾎﾞﾆｰﾀ）
ﾎﾟｶﾘU-12/U-10会場のみ提供→U-10会場当番

１２１２１２１２ 木木木木 ○○○○ ○○○○ ◎◎◎◎ ○ 自主トレ（16:00-18:00）自主トレ（16:00-18:00）自主トレ（16:00-18:00）自主トレ（16:00-18:00）

１４１４１４１４ 土土土土
☆☆☆☆

(屋島)(屋島)(屋島)(屋島)
☆☆☆☆

(神鍋)(神鍋)(神鍋)(神鍋)
☆☆☆☆

(屋島)(屋島)(屋島)(屋島)
○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

☆☆☆☆
(愛媛)(愛媛)(愛媛)(愛媛)

    
東：東：東：東：××××
西：15-西：15-西：15-西：15-

第3回ﾋﾟﾗｶｶｯﾌﾟ高松地区ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰ大会(U-12/10)第3回ﾋﾟﾗｶｶｯﾌﾟ高松地区ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰ大会(U-12/10)第3回ﾋﾟﾗｶｶｯﾌﾟ高松地区ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰ大会(U-12/10)第3回ﾋﾟﾗｶｶｯﾌﾟ高松地区ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰ大会(U-12/10)
センアーノ神戸少年少女ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙin神鍋(U-11)センアーノ神戸少年少女ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙin神鍋(U-11)センアーノ神戸少年少女ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙin神鍋(U-11)センアーノ神戸少年少女ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙin神鍋(U-11)
第7回白眉杯四国近県少女8人制ｻｯｶｰ大会(ﾎﾞﾆｰﾀ)第7回白眉杯四国近県少女8人制ｻｯｶｰ大会(ﾎﾞﾆｰﾀ)第7回白眉杯四国近県少女8人制ｻｯｶｰ大会(ﾎﾞﾆｰﾀ)第7回白眉杯四国近県少女8人制ｻｯｶｰ大会(ﾎﾞﾆｰﾀ)
ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝ四国：愛媛

１５１５１５１５ 日日日日
☆☆☆☆

(屋島)(屋島)(屋島)(屋島)
☆☆☆☆

(神鍋)(神鍋)(神鍋)(神鍋)
☆☆☆☆

(屋島)(屋島)(屋島)(屋島)
○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

☆☆☆☆
(愛媛)(愛媛)(愛媛)(愛媛)

××××
東：東：東：東：××××
西：15-西：15-西：15-西：15-

第3回ﾋﾟﾗｶｶｯﾌﾟ高松地区ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰ大会(U-12/10)第3回ﾋﾟﾗｶｶｯﾌﾟ高松地区ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰ大会(U-12/10)第3回ﾋﾟﾗｶｶｯﾌﾟ高松地区ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰ大会(U-12/10)第3回ﾋﾟﾗｶｶｯﾌﾟ高松地区ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰ大会(U-12/10)
センアーノ神戸少年少女ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙin神鍋(U-11)センアーノ神戸少年少女ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙin神鍋(U-11)センアーノ神戸少年少女ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙin神鍋(U-11)センアーノ神戸少年少女ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙin神鍋(U-11)
第7回白眉杯四国近県少女8人制ｻｯｶｰ大会(ﾎﾞﾆｰﾀ)第7回白眉杯四国近県少女8人制ｻｯｶｰ大会(ﾎﾞﾆｰﾀ)第7回白眉杯四国近県少女8人制ｻｯｶｰ大会(ﾎﾞﾆｰﾀ)第7回白眉杯四国近県少女8人制ｻｯｶｰ大会(ﾎﾞﾆｰﾀ)
ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝ四国：愛媛

１６１６１６１６ 月月月月
☆☆☆☆

(成合)(成合)(成合)(成合)
(徳島)(徳島)(徳島)(徳島)

☆☆☆☆
(神鍋)(神鍋)(神鍋)(神鍋)

☆☆☆☆
(成合)(成合)(成合)(成合)

○○○○
☆☆☆☆

(屋島)(屋島)(屋島)(屋島)
○○○○ ○○○○ ×××× 午後午後午後午後

第3回ﾋﾟﾗｶｶｯﾌﾟ高松地区ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰ大会(U-12/10)第3回ﾋﾟﾗｶｶｯﾌﾟ高松地区ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰ大会(U-12/10)第3回ﾋﾟﾗｶｶｯﾌﾟ高松地区ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰ大会(U-12/10)第3回ﾋﾟﾗｶｶｯﾌﾟ高松地区ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰ大会(U-12/10)
第30回徳島･香川少年ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(U-12)第30回徳島･香川少年ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(U-12)第30回徳島･香川少年ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(U-12)第30回徳島･香川少年ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(U-12)
センアーノ神戸少年少女ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙin神鍋(U-11)センアーノ神戸少年少女ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙin神鍋(U-11)センアーノ神戸少年少女ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙin神鍋(U-11)センアーノ神戸少年少女ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙin神鍋(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)、　ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝ四国：愛媛

１９１９１９１９ 木木木木 ◎◎◎◎ ○○○○ ○○○○ ○ 自主トレ（16:00-18:00）自主トレ（16:00-18:00）自主トレ（16:00-18:00）自主トレ（16:00-18:00）

２１２１２１２１ 土土土土
○○○○
2F2F2F2F

☆☆☆☆
A練習A練習A練習A練習
D屋島D屋島D屋島D屋島

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

☆☆☆☆
((((宝山湖宝山湖宝山湖宝山湖))))

東：15-東：15-東：15-東：15-
西：12-西：12-西：12-西：12-

2012ﾎﾟｶﾘｽｴｯﾄU-12ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ前期ﾘｰｸﾞ(U-11D)2012ﾎﾟｶﾘｽｴｯﾄU-12ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ前期ﾘｰｸﾞ(U-11D)2012ﾎﾟｶﾘｽｴｯﾄU-12ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ前期ﾘｰｸﾞ(U-11D)2012ﾎﾟｶﾘｽｴｯﾄU-12ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ前期ﾘｰｸﾞ(U-11D)
2012ｶﾞｰﾙｽﾞU-12ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ前期ﾘｰｸﾞ（ﾎﾞﾆｰﾀ）2012ｶﾞｰﾙｽﾞU-12ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ前期ﾘｰｸﾞ（ﾎﾞﾆｰﾀ）2012ｶﾞｰﾙｽﾞU-12ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ前期ﾘｰｸﾞ（ﾎﾞﾆｰﾀ）2012ｶﾞｰﾙｽﾞU-12ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ前期ﾘｰｸﾞ（ﾎﾞﾆｰﾀ）
ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝU-12 第１回伝達講習会(17:00-  高松大学)
東讃TC(U-12/11) 19:00-21:00 高松大学、東讃TC(U-10) 18:00-19:30 高松大学

２２２２２２２２ 日日日日
○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

☆☆☆☆
(屋島)(屋島)(屋島)(屋島)

☆☆☆☆
(屋島)(屋島)(屋島)(屋島)

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
未定未定未定未定

たぶん×たぶん×たぶん×たぶん×

キッズサッカー(U-8/9)フレンドリーリーグinたかまつ＆とうさんキッズサッカー(U-8/9)フレンドリーリーグinたかまつ＆とうさんキッズサッカー(U-8/9)フレンドリーリーグinたかまつ＆とうさんキッズサッカー(U-8/9)フレンドリーリーグinたかまつ＆とうさん
第4回めざせﾌｧﾝﾀｼﾞｽﾀinやしま(9:10-9:40)第4回めざせﾌｧﾝﾀｼﾞｽﾀinやしま(9:10-9:40)第4回めざせﾌｧﾝﾀｼﾞｽﾀinやしま(9:10-9:40)第4回めざせﾌｧﾝﾀｼﾞｽﾀinやしま(9:10-9:40)
ﾄﾚｾﾝﾏｯﾁﾃﾞｰ(U-11)4地区合同トレーニング　13:30-16:00　鉢伏
ﾄﾚｾﾝﾏｯﾁﾃﾞｰ(U-10)県トレ選考会　9:00-12:00　鉢伏、　女子ﾄﾚｾﾝ(U-12)

２４２４２４２４ 火火火火 ○○○○ ◎◎◎◎ ○○○○ ○ 自主トレ（16:00-18:00）自主トレ（16:00-18:00）自主トレ（16:00-18:00）自主トレ（16:00-18:00）、(市水泳記録会)

２６２６２６２６ 木木木木 ○○○○ ○○○○ ◎◎◎◎ 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 ○ 自主トレ（16:00-18:00）自主トレ（16:00-18:00）自主トレ（16:00-18:00）自主トレ（16:00-18:00）

２８２８２８２８ 土土土土
○○○○
2F2F2F2F

☆☆☆☆
A屋島A屋島A屋島A屋島
D練習D練習D練習D練習

☆☆☆☆
(屋島)(屋島)(屋島)(屋島)
(愛媛)(愛媛)(愛媛)(愛媛)

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

15-15-15-15-
2012ﾎﾟｶﾘｽｴｯﾄU-12ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ前期ﾘｰｸﾞ(U-11A・10)
ｴﾘｴｰﾙﾌｰｽﾞｶｯﾌﾟ少年ｻｯｶｰ大会(U-10)ｴﾘｴｰﾙﾌｰｽﾞｶｯﾌﾟ少年ｻｯｶｰ大会(U-10)ｴﾘｴｰﾙﾌｰｽﾞｶｯﾌﾟ少年ｻｯｶｰ大会(U-10)ｴﾘｴｰﾙﾌｰｽﾞｶｯﾌﾟ少年ｻｯｶｰ大会(U-10)
育成会役員会(19:00-)、第2回あなぶき興産杯実行委員会(20:00-)育成会役員会(19:00-)、第2回あなぶき興産杯実行委員会(20:00-)育成会役員会(19:00-)、第2回あなぶき興産杯実行委員会(20:00-)育成会役員会(19:00-)、第2回あなぶき興産杯実行委員会(20:00-)

２９２９２９２９ 日日日日
☆☆☆☆

(郷東)(郷東)(郷東)(郷東)
○○○○

☆☆☆☆
(愛媛)(愛媛)(愛媛)(愛媛)

○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ 午後午後午後午後
2012ﾎﾟｶﾘｽｴｯﾄU-12ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ前期ﾘｰｸﾞ(U-12)2012ﾎﾟｶﾘｽｴｯﾄU-12ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ前期ﾘｰｸﾞ(U-12)2012ﾎﾟｶﾘｽｴｯﾄU-12ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ前期ﾘｰｸﾞ(U-12)2012ﾎﾟｶﾘｽｴｯﾄU-12ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ前期ﾘｰｸﾞ(U-12)
ｴﾘｴｰﾙﾌｰｽﾞｶｯﾌﾟ少年ｻｯｶｰ大会(U-10)ｴﾘｴｰﾙﾌｰｽﾞｶｯﾌﾟ少年ｻｯｶｰ大会(U-10)ｴﾘｴｰﾙﾌｰｽﾞｶｯﾌﾟ少年ｻｯｶｰ大会(U-10)ｴﾘｴｰﾙﾌｰｽﾞｶｯﾌﾟ少年ｻｯｶｰ大会(U-10)

３１３１３１３１ 火火火火 ◎◎◎◎ ○○○○ ○○○○ 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 ○ 自主トレ（16:00-18:00）、自主トレ（16:00-18:00）、自主トレ（16:00-18:00）、自主トレ（16:00-18:00）、(屋島西小5年宿泊学習)

【【【【平成24年平成24年平成24年平成24年８８８８月月月月　　　　主要予定表主要予定表主要予定表主要予定表】】】】
☆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

2222 木木木木 ○○○○ ◎◎◎◎ ○○○○ ○ 自主トレ（16:00-18:00）自主トレ（16:00-18:00）自主トレ（16:00-18:00）自主トレ（16:00-18:00）

4444 土土土土
○○○○
2F2F2F2F

☆☆☆☆
A屋島A屋島A屋島A屋島
D屋島D屋島D屋島D屋島

☆☆☆☆
(成合)(成合)(成合)(成合)

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

東：15-東：15-東：15-東：15-
西：終日西：終日西：終日西：終日

2012ﾎﾟｶﾘｽｴｯﾄU-12ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ前期ﾘｰｸﾞ(U-11A・D)2012ﾎﾟｶﾘｽｴｯﾄU-12ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ前期ﾘｰｸﾞ(U-11A・D)2012ﾎﾟｶﾘｽｴｯﾄU-12ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ前期ﾘｰｸﾞ(U-11A・D)2012ﾎﾟｶﾘｽｴｯﾄU-12ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ前期ﾘｰｸﾞ(U-11A・D)
第30回香東川ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(U-10)第30回香東川ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(U-10)第30回香東川ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(U-10)第30回香東川ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(U-10)
東讃TC(U-12/11) 19:00-21:00 高松大学、東讃TC(U-10) 18:00-19:30 高松大学

５５５５ 日日日日
○○○○
1F1F1F1F

○○○○
1F1F1F1F

☆☆☆☆
(成合)(成合)(成合)(成合)

☆☆☆☆
(屋島)(屋島)(屋島)(屋島)

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○ 午後午後午後午後
第30回香東川ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(U-10)第30回香東川ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(U-10)第30回香東川ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(U-10)第30回香東川ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(U-10)
練習試合(U-9)練習試合(U-9)練習試合(U-9)練習試合(U-9)
県ﾄﾚU-12/11/10時間・場所未定、水泳記録会

7777 火火火火 ○○○○ ○○○○ ◎◎◎◎ ○ 自主トレ（16:00-18:00）自主トレ（16:00-18:00）自主トレ（16:00-18:00）自主トレ（16:00-18:00）

9999 木木木木
☆☆☆☆

(静岡)(静岡)(静岡)(静岡)
×××× ×××× ○

第2６回全国少年少女草ｻｯｶｰ大会(U-12)移動日第2６回全国少年少女草ｻｯｶｰ大会(U-12)移動日第2６回全国少年少女草ｻｯｶｰ大会(U-12)移動日第2６回全国少年少女草ｻｯｶｰ大会(U-12)移動日
盆休み

１０１０１０１０ 金金金金
☆☆☆☆

(静岡)(静岡)(静岡)(静岡)
×××× ×××× ○

第2６回全国少年少女草ｻｯｶｰ大会(U-12)第2６回全国少年少女草ｻｯｶｰ大会(U-12)第2６回全国少年少女草ｻｯｶｰ大会(U-12)第2６回全国少年少女草ｻｯｶｰ大会(U-12)
盆休み

１１１１１１１１ 土土土土
☆☆☆☆

(静岡)(静岡)(静岡)(静岡)
×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ○○○○

第2６回全国少年少女草ｻｯｶｰ大会(U-12)第2６回全国少年少女草ｻｯｶｰ大会(U-12)第2６回全国少年少女草ｻｯｶｰ大会(U-12)第2６回全国少年少女草ｻｯｶｰ大会(U-12)
盆休み、　JFA公認ｷｯｽﾞﾘｰﾀﾞｰ(U-8)養成講習会(17:30-21:30 Jﾌｯﾄ丸亀）

１２１２１２１２ 日日日日
☆☆☆☆

(静岡)(静岡)(静岡)(静岡)
×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ○○○○

第2６回全国少年少女草ｻｯｶｰ大会(U-12)第2６回全国少年少女草ｻｯｶｰ大会(U-12)第2６回全国少年少女草ｻｯｶｰ大会(U-12)第2６回全国少年少女草ｻｯｶｰ大会(U-12)
盆休み

１３１３１３１３ 月月月月
☆☆☆☆

(静岡)(静岡)(静岡)(静岡)
×××× ×××× ○

第2６回全国少年少女草ｻｯｶｰ大会(U-12)第2６回全国少年少女草ｻｯｶｰ大会(U-12)第2６回全国少年少女草ｻｯｶｰ大会(U-12)第2６回全国少年少女草ｻｯｶｰ大会(U-12)
盆休み

１４１４１４１４ 火火火火
☆☆☆☆

(静岡)(静岡)(静岡)(静岡)
×××× ××××                 ○

第26回全国少年少女草ｻｯｶｰ大会(U-12)第26回全国少年少女草ｻｯｶｰ大会(U-12)第26回全国少年少女草ｻｯｶｰ大会(U-12)第26回全国少年少女草ｻｯｶｰ大会(U-12)
盆休み

16161616 木木木木 ◎◎◎◎ ○○○○ ○○○○                 ○ 自主トレ（16:00-18:00）自主トレ（16:00-18:00）自主トレ（16:00-18:00）自主トレ（16:00-18:00）

１７１７１７１７ 金金金金 ×××× ×××× ×××× ○ U-12県ﾄﾚ神戸遠征

１８１８１８１８ 土土土土 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ 午後午後午後午後

第5回めざせﾌｧﾝﾀｼﾞｽﾀinやしま(9:10-9:40)第5回めざせﾌｧﾝﾀｼﾞｽﾀinやしま(9:10-9:40)第5回めざせﾌｧﾝﾀｼﾞｽﾀinやしま(9:10-9:40)第5回めざせﾌｧﾝﾀｼﾞｽﾀinやしま(9:10-9:40)
U-12県ﾄﾚ神戸遠征
東讃TC(U-12/11) 19:00-21:00 高松大学、東讃TC(U-10) 18:00-19:30 高松大学
ﾎﾟｶﾘ後期抽選会・第1回代表者会

１９１９１９１９ 日日日日
☆☆☆☆

(生島)(生島)(生島)(生島)
○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ 11-11-11-11-

☆全団催し事・ビアガーデン☆全団催し事・ビアガーデン☆全団催し事・ビアガーデン☆全団催し事・ビアガーデン
第35回高松商業ｻｯｶｰｶｰﾆﾊﾞﾙ(U-12)第35回高松商業ｻｯｶｰｶｰﾆﾊﾞﾙ(U-12)第35回高松商業ｻｯｶｰｶｰﾆﾊﾞﾙ(U-12)第35回高松商業ｻｯｶｰｶｰﾆﾊﾞﾙ(U-12)
U-12県ﾄﾚ神戸遠征

21212121 火火火火 ○○○○ ◎◎◎◎ ○○○○ ○○○○ 自主トレ（16:00-18:00）自主トレ（16:00-18:00）自主トレ（16:00-18:00）自主トレ（16:00-18:00）

23232323 木木木木 ○○○○ ○○○○ ◎◎◎◎ ○○○○ 自主トレ（16:00-18:00）自主トレ（16:00-18:00）自主トレ（16:00-18:00）自主トレ（16:00-18:00）

25252525 土土土土 ×××× ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○
☆？☆？☆？☆？

(神戸)(神戸)(神戸)(神戸)
　　　　 午後午後午後午後

だいちｻﾏｰｶｯﾌﾟ(ﾎﾞﾆｰﾀ)未定だいちｻﾏｰｶｯﾌﾟ(ﾎﾞﾆｰﾀ)未定だいちｻﾏｰｶｯﾌﾟ(ﾎﾞﾆｰﾀ)未定だいちｻﾏｰｶｯﾌﾟ(ﾎﾞﾆｰﾀ)未定、U-12休み、U-12休み、U-12休み、U-12休み
育成会役員会(19:00-)、第3回あなぶき興産杯実行委員会(20:00-)

２６２６２６２６ 日日日日 ××××
☆☆☆☆

(長尾)(長尾)(長尾)(長尾)
☆☆☆☆

(土器)(土器)(土器)(土器)
☆☆☆☆

(土器)(土器)(土器)(土器)
☆☆☆☆

(土器)(土器)(土器)(土器)
☆☆☆☆

(土器)(土器)(土器)(土器)
☆？☆？☆？☆？

(神戸)(神戸)(神戸)(神戸)
☆☆☆☆

(土器)(土器)(土器)(土器) ○○○○
だいちｻﾏｰｶｯﾌﾟ(ﾎﾞﾆｰﾀ)未定だいちｻﾏｰｶｯﾌﾟ(ﾎﾞﾆｰﾀ)未定だいちｻﾏｰｶｯﾌﾟ(ﾎﾞﾆｰﾀ)未定だいちｻﾏｰｶｯﾌﾟ(ﾎﾞﾆｰﾀ)未定、U-12休み、U-12休み、U-12休み、U-12休み
第11回さぬき市長杯ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰ大会(U-11)第11回さぬき市長杯ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰ大会(U-11)第11回さぬき市長杯ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰ大会(U-11)第11回さぬき市長杯ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰ大会(U-11)
丸亀FC交流・県内遠征(U-10・9・8・7・丸亀FC交流・県内遠征(U-10・9・8・7・丸亀FC交流・県内遠征(U-10・9・8・7・丸亀FC交流・県内遠征(U-10・9・8・7・ｷｯｽﾞｷｯｽﾞｷｯｽﾞｷｯｽﾞ))))

28282828 火火火火 ×××× ×××× ×××× ○ 宿題追い込み

30303030 木木木木 ×××× ×××× ×××× 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 ○ 宿題追い込み

31313131 金金金金 ×××× ×××× ×××× 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 ○ ﾏﾙﾅｶｶｯﾌﾟ抽選会（ﾏﾙﾅｶ本部）

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。

※暑い日が続きますので、自主トレ当番の学年団員は※暑い日が続きますので、自主トレ当番の学年団員は※暑い日が続きますので、自主トレ当番の学年団員は※暑い日が続きますので、自主トレ当番の学年団員は氷氷氷氷を持参させて下さい。を持参させて下さい。を持参させて下さい。を持参させて下さい。

②②②②

８月はU-８/７８月はU-８/７８月はU-８/７８月はU-８/７の保護者でお願いします。　の保護者でお願いします。　の保護者でお願いします。　の保護者でお願いします。　※石灰袋も処理お願いします。※石灰袋も処理お願いします。※石灰袋も処理お願いします。※石灰袋も処理お願いします。

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７月はU-９、７月はU-９、７月はU-９、７月はU-９、

変更変更変更変更


