
【平成25年10月　主要予定表】【平成25年10月　主要予定表】【平成25年10月　主要予定表】【平成25年10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

3333 木木木木 ○○○○ ◎◎◎◎ ○○○○ ○○○○ 自主トレ（15:30-17:00）　※ディアモスクール自主トレ（15:30-17:00）　※ディアモスクール自主トレ（15:30-17:00）　※ディアモスクール自主トレ（15:30-17:00）　※ディアモスクール

5555 土土土土
☆☆☆☆

（成合）（成合）（成合）（成合）
☆☆☆☆

（土器川）（土器川）（土器川）（土器川）
○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ 午後午後午後午後

香川県少年ｻｯｶｰ選手権 3回戦･準々決勝(U-12)香川県少年ｻｯｶｰ選手権 3回戦･準々決勝(U-12)香川県少年ｻｯｶｰ選手権 3回戦･準々決勝(U-12)香川県少年ｻｯｶｰ選手権 3回戦･準々決勝(U-12)
第24回丸亀招待ｻｯｶｰ大会(U-11)第24回丸亀招待ｻｯｶｰ大会(U-11)第24回丸亀招待ｻｯｶｰ大会(U-11)第24回丸亀招待ｻｯｶｰ大会(U-11)
（屋島小・古代山城サミット）
東讃ﾄﾚｾﾝ U-12・11(19:00-21:00)、U-10(17:30-19:00)（東部運動公園）

6666 日日日日
☆☆☆☆

（成合）（成合）（成合）（成合）
☆☆☆☆

（土器川）（土器川）（土器川）（土器川）
○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○

☆☆☆☆
（四国（四国（四国（四国
ガス）ガス）ガス）ガス）

○○○○
午後午後午後午後

練習試合練習試合練習試合練習試合
東・西東・西東・西東・西

香川県少年ｻｯｶｰ選手権 準決勝・決勝(U-12)香川県少年ｻｯｶｰ選手権 準決勝・決勝(U-12)香川県少年ｻｯｶｰ選手権 準決勝・決勝(U-12)香川県少年ｻｯｶｰ選手権 準決勝・決勝(U-12)
第24回丸亀招待ｻｯｶｰ大会(U-11)第24回丸亀招待ｻｯｶｰ大会(U-11)第24回丸亀招待ｻｯｶｰ大会(U-11)第24回丸亀招待ｻｯｶｰ大会(U-11)
ｶﾞｰﾙｽﾞ後期ﾞﾘｰｸﾞ(ﾎﾞﾆｰﾀ)ｶﾞｰﾙｽﾞ後期ﾞﾘｰｸﾞ(ﾎﾞﾆｰﾀ)ｶﾞｰﾙｽﾞ後期ﾞﾘｰｸﾞ(ﾎﾞﾆｰﾀ)ｶﾞｰﾙｽﾞ後期ﾞﾘｰｸﾞ(ﾎﾞﾆｰﾀ)
　　　　（古高松小参観日・バザー）

10101010 木木木木 ○○○○ ○○○○ ◎◎◎◎ ○○○○ 自主トレ（15:30-17:00）　※ディアモスクール自主トレ（15:30-17:00）　※ディアモスクール自主トレ（15:30-17:00）　※ディアモスクール自主トレ（15:30-17:00）　※ディアモスクール

12121212 土土土土 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○
○○○○
2F2F2F2F

☆☆☆☆
（東部）（東部）（東部）（東部）

午後午後午後午後
高松・東讃地区(U-6)ｷｯｽﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(屋島ｷｯｽﾞ×2)（東部運動公園）高松・東讃地区(U-6)ｷｯｽﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(屋島ｷｯｽﾞ×2)（東部運動公園）高松・東讃地区(U-6)ｷｯｽﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(屋島ｷｯｽﾞ×2)（東部運動公園）高松・東讃地区(U-6)ｷｯｽﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(屋島ｷｯｽﾞ×2)（東部運動公園）
ﾎﾞﾆｰﾀｶｯﾌﾟ準備(2F)、ﾎﾞﾆｰﾀｶｯﾌﾟ準備(2F)、ﾎﾞﾆｰﾀｶｯﾌﾟ準備(2F)、ﾎﾞﾆｰﾀｶｯﾌﾟ準備(2F)、（太田南小運動会）
４地区対抗戦U-10 (9:00-11:00)(成合)

13131313 日日日日
☆☆☆☆

A土器川A土器川A土器川A土器川
D屋島D屋島D屋島D屋島

☆☆☆☆
（小山）（小山）（小山）（小山）

☆☆☆☆
（屋島）（屋島）（屋島）（屋島）

×××× ×××× ××××
☆2F☆2F☆2F☆2F

（屋島）（屋島）（屋島）（屋島） ××××
東・西東・西東・西東・西
14:00-14:00-14:00-14:00-

4種リーグ後期(U-12A&D・11・10)4種リーグ後期(U-12A&D・11・10)4種リーグ後期(U-12A&D・11・10)4種リーグ後期(U-12A&D・11・10)
○第17回ボニータカップ女子ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(ﾎﾞﾆｰﾀ)○第17回ボニータカップ女子ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(ﾎﾞﾆｰﾀ)○第17回ボニータカップ女子ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(ﾎﾞﾆｰﾀ)○第17回ボニータカップ女子ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(ﾎﾞﾆｰﾀ)

14141414 月月月月
☆☆☆☆

A屋島A屋島A屋島A屋島
D練習1FD練習1FD練習1FD練習1F

○○○○
１F１F１F１F

☆☆☆☆
（源平）（源平）（源平）（源平）

☆☆☆☆
（源平）（源平）（源平）（源平）

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

××××
西西西西

午後午後午後午後

4種リーグ後期(U-12A)4種リーグ後期(U-12A)4種リーグ後期(U-12A)4種リーグ後期(U-12A)
現代源平屋島合戦絵巻イベント参加(U-10・U-9)現代源平屋島合戦絵巻イベント参加(U-10・U-9)現代源平屋島合戦絵巻イベント参加(U-10・U-9)現代源平屋島合戦絵巻イベント参加(U-10・U-9)(9:30-15:00)(9:30-15:00)(9:30-15:00)(9:30-15:00)
※子供25名、※子供25名、※子供25名、※子供25名、大人15名大人15名大人15名大人15名参加参加参加参加

17171717 木木木木 ◎◎◎◎ ○○○○ ○○○○ ○○○○ 自主トレ（15:30-17:00）　※ディアモスクール自主トレ（15:30-17:00）　※ディアモスクール自主トレ（15:30-17:00）　※ディアモスクール自主トレ（15:30-17:00）　※ディアモスクール

19191919 土土土土 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ 午後午後午後午後
（屋島小参観日・バザー）
東讃ﾄﾚｾﾝ U-12・11(19:00-21:00)、U-10(17:30-19:00)（東部運動公園）

20202020 日日日日
☆☆☆☆

地区地区地区地区
運動会運動会運動会運動会

☆☆☆☆
（屋島）（屋島）（屋島）（屋島）

○○○○
１F１F１F１F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
西西西西

午後午後午後午後

4種リーグ後期(U-11)4種リーグ後期(U-11)4種リーグ後期(U-11)4種リーグ後期(U-11)
◇第37回屋島地区体育大会(屋島西小学校）◇第37回屋島地区体育大会(屋島西小学校）◇第37回屋島地区体育大会(屋島西小学校）◇第37回屋島地区体育大会(屋島西小学校）
JFLカマタマーレ応援JFLカマタマーレ応援JFLカマタマーレ応援JFLカマタマーレ応援

24242424 木木木木 ○○○○ ◎◎◎◎ ○○○○ ○○○○ 自主トレ（15:30-17:00）　※ディアモスクール自主トレ（15:30-17:00）　※ディアモスクール自主トレ（15:30-17:00）　※ディアモスクール自主トレ（15:30-17:00）　※ディアモスクール

26262626 土土土土
○○○○
１F１F１F１F

○○○○
１F１F１F１F

○○○○
１F１F１F１F

○○○○
１F１F１F１F

○○○○
１F１F１F１F

○○○○
１F１F１F１F

○○○○
１F１F１F１F

午後午後午後午後
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-)、　（栗林小修学旅行）
（木太地区運動文化祭）、（高松第一小高一っ子スマイルデー）
U-12四国ﾄﾚｾﾝｷｬﾝﾌﾟ(徳島県)

27272727 日日日日
○○○○
１F１F１F１F

○○○○
１F１F１F１F

○○○○
2F2F2F2F

☆☆☆☆
（屋島）（屋島）（屋島）（屋島）

西西西西

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

☆☆☆☆
（（（（山本山本山本山本））））

○○○○ 午後午後午後午後

ｶﾞｰﾙｽﾞ後期ﾞﾘｰｸﾞ(ﾎﾞﾆｰﾀ)ｶﾞｰﾙｽﾞ後期ﾞﾘｰｸﾞ(ﾎﾞﾆｰﾀ)ｶﾞｰﾙｽﾞ後期ﾞﾘｰｸﾞ(ﾎﾞﾆｰﾀ)ｶﾞｰﾙｽﾞ後期ﾞﾘｰｸﾞ(ﾎﾞﾆｰﾀ)
練習試合(U-9)練習試合(U-9)練習試合(U-9)練習試合(U-9)
第6回めざせﾌｧﾝﾀｼﾞｽﾀinやしま(9:10-9:40)第6回めざせﾌｧﾝﾀｼﾞｽﾀinやしま(9:10-9:40)第6回めざせﾌｧﾝﾀｼﾞｽﾀinやしま(9:10-9:40)第6回めざせﾌｧﾝﾀｼﾞｽﾀinやしま(9:10-9:40)
（木太地区運動文化祭） ※屋島地区体育大会予備日
U-12四国ﾄﾚｾﾝｷｬﾝﾌﾟ(徳島県)

31313131 木木木木 ○○○○ ○○○○ ◎◎◎◎ ○○○○ 自主トレ（15:30-17:00）　※ディアモスクール自主トレ（15:30-17:00）　※ディアモスクール自主トレ（15:30-17:00）　※ディアモスクール自主トレ（15:30-17:00）　※ディアモスクール

【平成25年11月　主要予定表】【平成25年11月　主要予定表】【平成25年11月　主要予定表】【平成25年11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

2222 土土土土
○○○○
2F2F2F2F

☆☆☆☆
（小山）（小山）（小山）（小山）

○○○○
2F2F2F2F

☆☆☆☆
（屋島）（屋島）（屋島）（屋島）

☆☆☆☆
（屋島）（屋島）（屋島）（屋島）

○○○○
2F2F2F2F

☆☆☆☆
（（（（香西香西香西香西））））

××××

4種リーグ後期(U-4種リーグ後期(U-4種リーグ後期(U-4種リーグ後期(U-    12Ｄ12Ｄ12Ｄ12Ｄ・11)・11)・11)・11)
第第第第3333回くまちゃんｶｯﾌﾟ屋島招待ｻｯｶｰU－9大会(U-9・8)回くまちゃんｶｯﾌﾟ屋島招待ｻｯｶｰU－9大会(U-9・8)回くまちゃんｶｯﾌﾟ屋島招待ｻｯｶｰU－9大会(U-9・8)回くまちゃんｶｯﾌﾟ屋島招待ｻｯｶｰU－9大会(U-9・8)
ｶﾞｰﾙｽﾞ後期ﾞﾘｰｸﾞ(ﾎﾞﾆｰﾀ)ｶﾞｰﾙｽﾞ後期ﾞﾘｰｸﾞ(ﾎﾞﾆｰﾀ)ｶﾞｰﾙｽﾞ後期ﾞﾘｰｸﾞ(ﾎﾞﾆｰﾀ)ｶﾞｰﾙｽﾞ後期ﾞﾘｰｸﾞ(ﾎﾞﾆｰﾀ)
東讃ﾄﾚｾﾝ U-12・11(19:00-21:00)、U-10(17:30-19:00)（東部運動公園）

3333 日日日日
○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

☆☆☆☆
（成合）（成合）（成合）（成合）

☆☆☆☆
（屋島）（屋島）（屋島）（屋島）

☆☆☆☆
（屋島）（屋島）（屋島）（屋島）

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○ ××××
4種リーグ後期(U-10)4種リーグ後期(U-10)4種リーグ後期(U-10)4種リーグ後期(U-10)
第第第第3333回くまちゃんｶｯﾌﾟ屋島招待ｻｯｶｰU－9大会(U-9・8)回くまちゃんｶｯﾌﾟ屋島招待ｻｯｶｰU－9大会(U-9・8)回くまちゃんｶｯﾌﾟ屋島招待ｻｯｶｰU－9大会(U-9・8)回くまちゃんｶｯﾌﾟ屋島招待ｻｯｶｰU－9大会(U-9・8)
(県陸上競技会)

4444 月月月月
☆☆☆☆

A練習2FA練習2FA練習2FA練習2F
D屋島D屋島D屋島D屋島

☆☆☆☆
（小山）（小山）（小山）（小山）

☆☆☆☆
（屋島）（屋島）（屋島）（屋島）

○○○○
2F2F2F2F

☆☆☆☆
（瀬戸大橋）（瀬戸大橋）（瀬戸大橋）（瀬戸大橋）

☆☆☆☆
（瀬戸大橋）（瀬戸大橋）（瀬戸大橋）（瀬戸大橋）

☆☆☆☆
（（（（観音寺観音寺観音寺観音寺））））

東・西東・西東・西東・西
14:00-14:00-14:00-14:00-

4種リーグ後期(U-12Ｄ・11・10)4種リーグ後期(U-12Ｄ・11・10)4種リーグ後期(U-12Ｄ・11・10)4種リーグ後期(U-12Ｄ・11・10)
JFAｷｯｽﾞ(U-8)ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙin香川(U-8&7)（瀬戸大橋記念公園）JFAｷｯｽﾞ(U-8)ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙin香川(U-8&7)（瀬戸大橋記念公園）JFAｷｯｽﾞ(U-8)ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙin香川(U-8&7)（瀬戸大橋記念公園）JFAｷｯｽﾞ(U-8)ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙin香川(U-8&7)（瀬戸大橋記念公園）
ｶﾞｰﾙｽﾞ後期ﾞﾘｰｸﾞ(ﾎﾞﾆｰﾀ)ｶﾞｰﾙｽﾞ後期ﾞﾘｰｸﾞ(ﾎﾞﾆｰﾀ)ｶﾞｰﾙｽﾞ後期ﾞﾘｰｸﾞ(ﾎﾞﾆｰﾀ)ｶﾞｰﾙｽﾞ後期ﾞﾘｰｸﾞ(ﾎﾞﾆｰﾀ)

7777 木木木木 ◎◎◎◎ ○○○○ ○○○○ ○○○○
自主トレ（15:30-17:00）　※ディアモスクール自主トレ（15:30-17:00）　※ディアモスクール自主トレ（15:30-17:00）　※ディアモスクール自主トレ（15:30-17:00）　※ディアモスクール
    （※駐車場利用あり）

9999 土土土土
☆☆☆☆

A屋島A屋島A屋島A屋島
D屋島D屋島D屋島D屋島

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

東・西東・西東・西東・西
15:00-15:00-15:00-15:00-

4種リーグ後期(U-12Ａ&D)4種リーグ後期(U-12Ａ&D)4種リーグ後期(U-12Ａ&D)4種リーグ後期(U-12Ａ&D)
(栗林小・木太小参観日)、？（たかしんｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ大会準備：2F 13-)

10101010 日日日日
☆☆☆☆

A屋島A屋島A屋島A屋島
D宝山湖D宝山湖D宝山湖D宝山湖

○○○○
１F１F１F１F

○○○○
１F１F１F１F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
東・西東・西東・西東・西
14:00-14:00-14:00-14:00-

4種リーグ後期(U-12Ａ&D)4種リーグ後期(U-12Ａ&D)4種リーグ後期(U-12Ａ&D)4種リーグ後期(U-12Ａ&D)
　　　　？（たかしんｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ大会：2F)

14141414 木木木木 ○○○○ ◎◎◎◎ ○○○○ ○○○○ 自主トレ（15:30-17:00）　※ディアモスクール自主トレ（15:30-17:00）　※ディアモスクール自主トレ（15:30-17:00）　※ディアモスクール自主トレ（15:30-17:00）　※ディアモスクール

16161616 土土土土
○○○○
1F1F1F1F

○○○○
１F１F１F１F

☆☆☆☆
（屋島）（屋島）（屋島）（屋島）

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

東・西東・西東・西東・西
13:00-13:00-13:00-13:00-

第7回めざせﾌｧﾝﾀｼﾞｽﾀinやしま(9:10-9:40)第7回めざせﾌｧﾝﾀｼﾞｽﾀinやしま(9:10-9:40)第7回めざせﾌｧﾝﾀｼﾞｽﾀinやしま(9:10-9:40)第7回めざせﾌｧﾝﾀｼﾞｽﾀinやしま(9:10-9:40)
4種リーグ後期(U-10)4種リーグ後期(U-10)4種リーグ後期(U-10)4種リーグ後期(U-10)
(屋島小修学旅行) 、（木太北部小参観日）
東讃ﾄﾚｾﾝ U-12・11(19:00-21:00)、U-10(17:30-19:00)（東部運動公園）

17171717 日日日日
☆☆☆☆

（東部）（東部）（東部）（東部）
○○○○

☆☆☆☆
（東部）（東部）（東部）（東部）

○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ 午後午後午後午後 4種最終順位決定戦・表彰式(U-12・10)4種最終順位決定戦・表彰式(U-12・10)4種最終順位決定戦・表彰式(U-12・10)4種最終順位決定戦・表彰式(U-12・10)

21212121 木木木木 ○○○○ ○○○○ ◎◎◎◎ ○○○○ 自主トレ（15:30-17:00）　※ディアモスクール自主トレ（15:30-17:00）　※ディアモスクール自主トレ（15:30-17:00）　※ディアモスクール自主トレ（15:30-17:00）　※ディアモスクール

23232323 土土土土
☆☆☆☆

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

第25回選抜少年ｻｯｶｰ田宮大会(U-12)第25回選抜少年ｻｯｶｰ田宮大会(U-12)第25回選抜少年ｻｯｶｰ田宮大会(U-12)第25回選抜少年ｻｯｶｰ田宮大会(U-12)
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-)
４地区合同TR U-11(13:30-16:30)（東部運動公園）
４地区対抗戦U-10(9:00-12:00)（東部運動公園）

24242424 日日日日
☆☆☆☆

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

第25回選抜少年ｻｯｶｰ田宮大会(U-12)第25回選抜少年ｻｯｶｰ田宮大会(U-12)第25回選抜少年ｻｯｶｰ田宮大会(U-12)第25回選抜少年ｻｯｶｰ田宮大会(U-12)
４地区対抗戦U-12(9:00-12:00)、U-11(13:30-16:30)（丸亀）

28282828 木木木木 ◎◎◎◎ ○○○○ ○○○○ ○○○○ 自主トレ（15:30-17:00）　※ディアモスクール自主トレ（15:30-17:00）　※ディアモスクール自主トレ（15:30-17:00）　※ディアモスクール自主トレ（15:30-17:00）　※ディアモスクール

30303030 土土土土
☆☆☆☆

（東部）（東部）（東部）（東部）
○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ 午後午後午後午後

ｼﾞｭﾆｱﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ決勝Ｔ・準々決勝(U-12)ｼﾞｭﾆｱﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ決勝Ｔ・準々決勝(U-12)ｼﾞｭﾆｱﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ決勝Ｔ・準々決勝(U-12)ｼﾞｭﾆｱﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ決勝Ｔ・準々決勝(U-12)
(屋島西小 心の集会＆バザー)

①①①① 自主練習は、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。自主練習は、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。自主練習は、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。自主練習は、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。

使用後のビブスは当番の保護者が持ち帰り、洗濯後に西側倉庫前車に返却をお願いします。使用後のビブスは当番の保護者が持ち帰り、洗濯後に西側倉庫前車に返却をお願いします。使用後のビブスは当番の保護者が持ち帰り、洗濯後に西側倉庫前車に返却をお願いします。使用後のビブスは当番の保護者が持ち帰り、洗濯後に西側倉庫前車に返却をお願いします。

②②②②

11月はU-1111月はU-1111月はU-1111月はU-11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ンド（トイレ、倉庫、ごみ箱、グランド周辺）、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ンド（トイレ、倉庫、ごみ箱、グランド周辺）、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ンド（トイレ、倉庫、ごみ箱、グランド周辺）、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ンド（トイレ、倉庫、ごみ箱、グランド周辺）、２階（トイレ、階段等）の清掃及びごみ処理は10月はU-12、10月はU-12、10月はU-12、10月はU-12、

9/29　変更9/29　変更9/29　変更9/29　変更

9/29　変更9/29　変更9/29　変更9/29　変更


