
【平成26年８月　主要予定表】【平成26年８月　主要予定表】【平成26年８月　主要予定表】【平成26年８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
☆☆☆☆

(東部)(東部)(東部)(東部)
☆☆☆☆

(東部)(東部)(東部)(東部)
☆☆☆☆

(成合)(成合)(成合)(成合)
    ○○○○ ○○○○     ○○○○ ○○○○ 中止中止中止中止 午後午後午後午後

牟礼ＦC招待（U-12・U-11)(東部公園・天然芝)牟礼ＦC招待（U-12・U-11)(東部公園・天然芝)牟礼ＦC招待（U-12・U-11)(東部公園・天然芝)牟礼ＦC招待（U-12・U-11)(東部公園・天然芝)
第32回香東川ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(U-10)第32回香東川ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(U-10)第32回香東川ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(U-10)第32回香東川ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(U-10)
　東讃ﾄﾚｾﾝ U-12・11(19:00-21:00)、U-10(18:00-19:30)（東部）

3333 日日日日
☆☆☆☆

(東部)(東部)(東部)(東部)
☆☆☆☆

(東部)(東部)(東部)(東部)
☆☆☆☆

(成合)(成合)(成合)(成合)
○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
☆☆☆☆

終日終日終日終日

牟礼ＦC招待（U-12・U-11)(東部公園・天然芝)牟礼ＦC招待（U-12・U-11)(東部公園・天然芝)牟礼ＦC招待（U-12・U-11)(東部公園・天然芝)牟礼ＦC招待（U-12・U-11)(東部公園・天然芝)
第32回香東川ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(U-10)第32回香東川ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(U-10)第32回香東川ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(U-10)第32回香東川ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(U-10)
　県ﾄﾚ練習

5555 火火火火 ○○○○ ○○○○ ◎◎◎◎ ○○○○ 自主トレ（15:00-17:00）　※ディアモスクール自主トレ（15:00-17:00）　※ディアモスクール自主トレ（15:00-17:00）　※ディアモスクール自主トレ（15:00-17:00）　※ディアモスクール

7777 木木木木 ◎◎◎◎ ○○○○ ○○○○ ○○○○
自主トレ（16:00-18:00）　※ディアモスクール自主トレ（16:00-18:00）　※ディアモスクール自主トレ（16:00-18:00）　※ディアモスクール自主トレ（16:00-18:00）　※ディアモスクール
　高松北ﾛｰﾀﾘｰ杯・さわやか抽選会 18:30-(高松ﾃﾙｻ)→加藤C

9999 土土土土 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ×××× 午後午後午後午後     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) →翌日へ) →翌日へ) →翌日へ) →翌日へ

10101010 日日日日 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○
☆☆☆☆

(徳島)(徳島)(徳島)(徳島)
×××× 午後午後午後午後

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)
練習試合（ﾎﾞﾆｰﾀ）練習試合（ﾎﾞﾆｰﾀ）練習試合（ﾎﾞﾆｰﾀ）練習試合（ﾎﾞﾆｰﾀ）

12121212 火火火火     ○○○○ ◎◎◎◎ ○○○○ ○○○○ 自主トレ（15:00-17:00）　ディアモスクール → やります。自主トレ（15:00-17:00）　ディアモスクール → やります。自主トレ（15:00-17:00）　ディアモスクール → やります。自主トレ（15:00-17:00）　ディアモスクール → やります。

14141414 木木木木
☆☆☆☆

（清水）（清水）（清水）（清水）
○○○○ 第26回全国少年少女草ｻｯｶｰ大会(U-12)※清水移動日第26回全国少年少女草ｻｯｶｰ大会(U-12)※清水移動日第26回全国少年少女草ｻｯｶｰ大会(U-12)※清水移動日第26回全国少年少女草ｻｯｶｰ大会(U-12)※清水移動日

15151515 金金金金
☆☆☆☆

（清水）（清水）（清水）（清水）
×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ○○○○ 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)

16161616 土土土土
☆☆☆☆

（清水）（清水）（清水）（清水）
×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ○○○○

第26回全国少年少女草ｻｯｶｰ大会(U-12)，U-12以外休み第26回全国少年少女草ｻｯｶｰ大会(U-12)，U-12以外休み第26回全国少年少女草ｻｯｶｰ大会(U-12)，U-12以外休み第26回全国少年少女草ｻｯｶｰ大会(U-12)，U-12以外休み
　４種代表者会 18:30- (ｻﾝﾒｯｾ)→石川C

17171717 日日日日
☆☆☆☆

（清水）（清水）（清水）（清水）
×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ○○○○

第26回全国少年少女草ｻｯｶｰ大会(U-12)，U-12以外休み第26回全国少年少女草ｻｯｶｰ大会(U-12)，U-12以外休み第26回全国少年少女草ｻｯｶｰ大会(U-12)，U-12以外休み第26回全国少年少女草ｻｯｶｰ大会(U-12)，U-12以外休み
　県ﾄﾚ神戸遠征(U-12)神戸ｶｯﾌﾟ

18181818 月月月月
☆☆☆☆

（清水）（清水）（清水）（清水）
×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ××××

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)
　　　　※１ＦＧ全中総体の駐車場提供 (8/18 - 8/26)

19191919 火火火火
☆☆☆☆

（清水）（清水）（清水）（清水）
×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ××××

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)
　　　　※１ＦＧ全中総体の駐車場提供

21212121 木木木木
○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

◎◎◎◎
2F2F2F2F

××××
自主トレ（16:00-18:00）　※ディアモスクール自主トレ（16:00-18:00）　※ディアモスクール自主トレ（16:00-18:00）　※ディアモスクール自主トレ（16:00-18:00）　※ディアモスクール
　※１ＦＧ全中総体の駐車場提供

23232323 土土土土 ××××
☆☆☆☆

（東部）（東部）（東部）（東部）
○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

×××× ××××
高松市少年さわやかサッカー大会(U-11)高松市少年さわやかサッカー大会(U-11)高松市少年さわやかサッカー大会(U-11)高松市少年さわやかサッカー大会(U-11)
U-12練習休み、U-12練習休み、U-12練習休み、U-12練習休み、※１ＦＧ全中総体の駐車場提供
　（変更）8/22-24 県ﾄﾚ神戸遠征(U-12)神戸ｶｯﾌﾟ

24242424 日日日日 ××××
☆☆☆☆

（東部）（東部）（東部）（東部）
○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

×××× ××××
高松市少年さわやかサッカー大会(U-11)高松市少年さわやかサッカー大会(U-11)高松市少年さわやかサッカー大会(U-11)高松市少年さわやかサッカー大会(U-11)
U-12練習休み、U-12練習休み、U-12練習休み、U-12練習休み、※１ＦＧ全中総体の駐車場提供

26262626 火火火火
◎◎◎◎
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

××××
■8/23(土)までに宿題を完了した選手のみ参加■8/23(土)までに宿題を完了した選手のみ参加■8/23(土)までに宿題を完了した選手のみ参加■8/23(土)までに宿題を完了した選手のみ参加
自主トレ（15:00-17:00）　※ディアモスクール自主トレ（15:00-17:00）　※ディアモスクール自主トレ（15:00-17:00）　※ディアモスクール自主トレ（15:00-17:00）　※ディアモスクール
　　　　※１ＦＧ全中総体の駐車場提供（整備）

28282828 木木木木 ○○○○ ◎◎◎◎ ○○○○ ○○○○
■8/23(土)までに宿題を完了した選手のみ参加■8/23(土)までに宿題を完了した選手のみ参加■8/23(土)までに宿題を完了した選手のみ参加■8/23(土)までに宿題を完了した選手のみ参加
自主トレ（16:00-18:00）　※ディアモスクール自主トレ（16:00-18:00）　※ディアモスクール自主トレ（16:00-18:00）　※ディアモスクール自主トレ（16:00-18:00）　※ディアモスクール

30303030 土土土土
☆☆☆☆

(屋島)(屋島)(屋島)(屋島)
☆☆☆☆

(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）
○○○○

☆☆☆☆
(屋島)(屋島)(屋島)(屋島)

だいちｻﾏｰｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(ﾎﾞﾆｰﾀ)だいちｻﾏｰｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(ﾎﾞﾆｰﾀ)だいちｻﾏｰｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(ﾎﾞﾆｰﾀ)だいちｻﾏｰｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(ﾎﾞﾆｰﾀ)
丸亀FC遠征(U-11・10)、丸亀FC交流大会(U-9)丸亀FC遠征(U-11・10)、丸亀FC交流大会(U-9)丸亀FC遠征(U-11・10)、丸亀FC交流大会(U-9)丸亀FC遠征(U-11・10)、丸亀FC交流大会(U-9)
屋島中と練習試合(U-12)屋島中と練習試合(U-12)屋島中と練習試合(U-12)屋島中と練習試合(U-12)
育成会役員会(19:00-)、あなぶき興産杯実行委員会(20:00-)
　東讃ﾄﾚｾﾝ U-12・11(19:00-21:00)、U-10(17:30-19:00)（東部・芝）
　マルナカカップ抽選会（ﾏﾙﾅｶ本社）※→出席U-12保護者に依頼

31313131 日日日日
☆☆☆☆

(東部)(東部)(東部)(東部)
芝芝芝芝

☆☆☆☆
(長尾)(長尾)(長尾)(長尾)

○○○○
☆☆☆☆

(土器)(土器)(土器)(土器)
☆☆☆☆

(小山)(小山)(小山)(小山)
☆☆☆☆

(小山)(小山)(小山)(小山)
☆☆☆☆

（神戸）（神戸）（神戸）（神戸）
☆☆☆☆

(小山)(小山)(小山)(小山)
午後午後午後午後

香東川SC交流ﾏｯﾁ(U-12)香東川SC交流ﾏｯﾁ(U-12)香東川SC交流ﾏｯﾁ(U-12)香東川SC交流ﾏｯﾁ(U-12)
第13回さぬき市長杯ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰ大会(U-11)第13回さぬき市長杯ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰ大会(U-11)第13回さぬき市長杯ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰ大会(U-11)第13回さぬき市長杯ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰ大会(U-11)
丸亀FC交流大会(U-9)、小山FC交流試合(U-8&7・ｷｯｽﾞ）丸亀FC交流大会(U-9)、小山FC交流試合(U-8&7・ｷｯｽﾞ）丸亀FC交流大会(U-9)、小山FC交流試合(U-8&7・ｷｯｽﾞ）丸亀FC交流大会(U-9)、小山FC交流試合(U-8&7・ｷｯｽﾞ）
だいちｻﾏｰｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(ﾎﾞﾆｰﾀ)だいちｻﾏｰｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(ﾎﾞﾆｰﾀ)だいちｻﾏｰｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(ﾎﾞﾆｰﾀ)だいちｻﾏｰｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(ﾎﾞﾆｰﾀ)

【平成26年９月　主要予定表】【平成26年９月　主要予定表】【平成26年９月　主要予定表】【平成26年９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

4444 木木木木 ○○○○ ○○○○ ◎◎◎◎ ○○○○ 自主トレ（16:00-18:00）　※ディアモスクール自主トレ（16:00-18:00）　※ディアモスクール自主トレ（16:00-18:00）　※ディアモスクール自主トレ（16:00-18:00）　※ディアモスクール

6666 土土土土
☆☆☆☆

（井川）（井川）（井川）（井川）
（三木）（三木）（三木）（三木）

×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ○○○○
○○○○

終日終日終日終日

三木町杯争奪三木町杯争奪三木町杯争奪三木町杯争奪2014年近県少年サッカー大会（Ｕ-12）2014年近県少年サッカー大会（Ｕ-12）2014年近県少年サッカー大会（Ｕ-12）2014年近県少年サッカー大会（Ｕ-12）
第第第第33333333回なでしこまつり少年サッカー大会回なでしこまつり少年サッカー大会回なでしこまつり少年サッカー大会回なでしこまつり少年サッカー大会 inininin井川(U-12)井川(U-12)井川(U-12)井川(U-12)
　　　　指導者講習会（ＡＢＣリフレッシュ講習会）

7777 日日日日
☆☆☆☆

（井川）（井川）（井川）（井川）
（三木）（三木）（三木）（三木）

×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ×××× ○○○○
○○○○

終日終日終日終日

三木町杯争奪三木町杯争奪三木町杯争奪三木町杯争奪2014年近県少年サッカー大会（Ｕ-12）2014年近県少年サッカー大会（Ｕ-12）2014年近県少年サッカー大会（Ｕ-12）2014年近県少年サッカー大会（Ｕ-12）
第第第第33333333回なでしこまつり少年サッカー大会回なでしこまつり少年サッカー大会回なでしこまつり少年サッカー大会回なでしこまつり少年サッカー大会 inininin井川(U-12)井川(U-12)井川(U-12)井川(U-12)
　　　　指導者講習会（ＡＢＣリフレッシュ講習会）

11111111 木木木木 ◎◎◎◎ ○○○○ ○○○○ ○○○○ 自主トレ（16:00-18:00）　※ディアモスクール自主トレ（16:00-18:00）　※ディアモスクール自主トレ（16:00-18:00）　※ディアモスクール自主トレ（16:00-18:00）　※ディアモスクール

13131313 土土土土
☆☆☆☆

（未定）（未定）（未定）（未定）
☆☆☆☆

（屋島）（屋島）（屋島）（屋島）
☆☆☆☆

（屋島）（屋島）（屋島）（屋島）
○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○ 未定未定未定未定
北ロータリー杯高松市少年ｻｯｶｰ大会(U-12・11・10×2)北ロータリー杯高松市少年ｻｯｶｰ大会(U-12・11・10×2)北ロータリー杯高松市少年ｻｯｶｰ大会(U-12・11・10×2)北ロータリー杯高松市少年ｻｯｶｰ大会(U-12・11・10×2)
　(古高松小参観日)

14141414 日日日日
☆☆☆☆

（未定）（未定）（未定）（未定）
☆☆☆☆

（屋島）（屋島）（屋島）（屋島）
☆☆☆☆

（屋島）（屋島）（屋島）（屋島）
○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○ 未定未定未定未定 北ロータリー杯高松市少年ｻｯｶｰ大会(U-12・11・10×2)北ロータリー杯高松市少年ｻｯｶｰ大会(U-12・11・10×2)北ロータリー杯高松市少年ｻｯｶｰ大会(U-12・11・10×2)北ロータリー杯高松市少年ｻｯｶｰ大会(U-12・11・10×2)

15151515 月月月月
☆☆☆☆

（東部）（東部）（東部）（東部）
☆☆☆☆

（東部）（東部）（東部）（東部）

☆☆☆☆
(屋島)(屋島)(屋島)(屋島)
（東部）（東部）（東部）（東部）

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

○○○○
2F2F2F2F

未定未定未定未定 北ロータリー杯高松市少年ｻｯｶｰ大会(U-12・11・10×2)北ロータリー杯高松市少年ｻｯｶｰ大会(U-12・11・10×2)北ロータリー杯高松市少年ｻｯｶｰ大会(U-12・11・10×2)北ロータリー杯高松市少年ｻｯｶｰ大会(U-12・11・10×2)

18181818 木木木木 ○○○○ ◎◎◎◎ ○○○○ ○○○○ 自主トレ（16:00-18:00）　※ディアモスクール自主トレ（16:00-18:00）　※ディアモスクール自主トレ（16:00-18:00）　※ディアモスクール自主トレ（16:00-18:00）　※ディアモスクール

20202020 土土土土 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ☆☆☆☆
（幼稚園）（幼稚園）（幼稚園）（幼稚園）

○○○○ ○○○○ ○○○○ 未未未未 午後午後午後午後
第6回やしま幼稚園地域開放行事巡回ｻｯｶｰ教室(U-9/ 10：00-11:30)第6回やしま幼稚園地域開放行事巡回ｻｯｶｰ教室(U-9/ 10：00-11:30)第6回やしま幼稚園地域開放行事巡回ｻｯｶｰ教室(U-9/ 10：00-11:30)第6回やしま幼稚園地域開放行事巡回ｻｯｶｰ教室(U-9/ 10：00-11:30)
　　　　地区トレセン選考会(9:00-17:00)（東部Ｇ）

21212121 日日日日 ○○○○ ○○○○ ○○○○
☆☆☆☆

（瀬戸）（瀬戸）（瀬戸）（瀬戸）
☆☆☆☆

（瀬戸）（瀬戸）（瀬戸）（瀬戸）
☆☆☆☆

（瀬戸）（瀬戸）（瀬戸）（瀬戸）
○○○○ ×××× 午後午後午後午後

香川スポレク祭り（Ｕ-9×2・8&7）香川スポレク祭り（Ｕ-9×2・8&7）香川スポレク祭り（Ｕ-9×2・8&7）香川スポレク祭り（Ｕ-9×2・8&7）
　　　　地区トレセン選考会(9:00-17:00)（東部Ｇ）
　　　　※市民スポーツフェスティバルゲートボール：2Ｆ

23232323 火火火火 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ 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)
※グランド整備（10：30-12：00）、■JFAｶﾞｰﾙｽﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（東部G）※グランド整備（10：30-12：00）、■JFAｶﾞｰﾙｽﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（東部G）※グランド整備（10：30-12：00）、■JFAｶﾞｰﾙｽﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（東部G）※グランド整備（10：30-12：00）、■JFAｶﾞｰﾙｽﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（東部G）
　　　　４地区対抗戦 U-12(9:00-13:00)、U-11(13:30-17:00)(鉢伏）

25252525 木木木木 ○○○○ ○○○○ ◎◎◎◎ ○○○○ 自主トレ（16:00-18:00）　※ディアモスクール自主トレ（16:00-18:00）　※ディアモスクール自主トレ（16:00-18:00）　※ディアモスクール自主トレ（16:00-18:00）　※ディアモスクール

27272727 土土土土
☆☆☆☆

（未定）（未定）（未定）（未定）
○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ 未未未未 午後午後午後午後

香川県少年ｻｯｶｰ選手権1回戦(U-12)香川県少年ｻｯｶｰ選手権1回戦(U-12)香川県少年ｻｯｶｰ選手権1回戦(U-12)香川県少年ｻｯｶｰ選手権1回戦(U-12)
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-）
　(古高松小運動会)、（9/21雨天→市民ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ：2F)

28282828 日日日日
☆☆☆☆

（未定）（未定）（未定）（未定）
○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ 午後午後午後午後 香川県少年ｻｯｶｰ選手権2回戦(U-12)香川県少年ｻｯｶｰ選手権2回戦(U-12)香川県少年ｻｯｶｰ選手権2回戦(U-12)香川県少年ｻｯｶｰ選手権2回戦(U-12)

※9/6、7は指導者講習会のため、全団練習休み。ただし、U-12・※9/6、7は指導者講習会のため、全団練習休み。ただし、U-12・※9/6、7は指導者講習会のため、全団練習休み。ただし、U-12・※9/6、7は指導者講習会のため、全団練習休み。ただし、U-12・    U-11？U-11？U-11？U-11？は招待大会に参加の予定。は招待大会に参加の予定。は招待大会に参加の予定。は招待大会に参加の予定。

①①①① ※9月から1年団･ﾎﾞﾆｰﾀ1年生の練習時間は9:00-12:00となります｡※9月から1年団･ﾎﾞﾆｰﾀ1年生の練習時間は9:00-12:00となります｡※9月から1年団･ﾎﾞﾆｰﾀ1年生の練習時間は9:00-12:00となります｡※9月から1年団･ﾎﾞﾆｰﾀ1年生の練習時間は9:00-12:00となります｡

②②②② 自主練習は、U-12･11･10の保護者で子供達をみてください。ビブス及び自主練習は、U-12･11･10の保護者で子供達をみてください。ビブス及び自主練習は、U-12･11･10の保護者で子供達をみてください。ビブス及び自主練習は、U-12･11･10の保護者で子供達をみてください。ビブス及びバケツ（熱中症対策）バケツ（熱中症対策）バケツ（熱中症対策）バケツ（熱中症対策）は、西側倉庫前車の中にあります。は、西側倉庫前車の中にあります。は、西側倉庫前車の中にあります。は、西側倉庫前車の中にあります。

③③③③

９月はボニータ９月はボニータ９月はボニータ９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８月はU-８、８月はU-８、８月はU-８、８月はU-８、

7/29 変更7/29 変更7/29 変更7/29 変更

7/29 変更7/29 変更7/29 変更7/29 変更

未定未定未定未定


