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幼稚園 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

予定 練習 練習 練習 練習 練習 船橋選手権
（開会式・予選）

時間   11:30〜14:00   14:30〜16:30   9:00〜12:00   11:30〜14:00   14:30〜17:00
8:30〜（開会式）
11:30〜（ｵﾚﾝｼﾞ）
12:30〜（ﾎﾜｲﾄ）

会場 高根東小ﾐﾆｺｰﾄ 高根東小ﾐﾆｺｰﾄ 高根台校 高根東小 高根東小
船橋市運動公園
三山小（ｵﾚﾝｼﾞ）

田喜野井小（ﾎﾜｲﾄ）

予定  JFAﾕﾆｸﾛｻｯｶｰｷｯｽﾞ 交流試合 ⻑⽣村⻑杯 ⻑⽣村⻑杯 練習 練習 曽谷杯
時間   8:30〜12:00  13:00〜  9:00〜  9:00〜   13:00〜15:30   8:30〜11:00  13:00〜
会場 ﾌｸﾀﾞ電子ﾌｨｰﾙﾄﾞ  白井市池の上小  ⻑⽣村尼ｹ台総合公園  ⻑⽣村尼ｹ台総合公園 高根台校 高根台校 高根東小

予定 体育館練習
時間   19:00〜20:45
会場 高根東小

予定 体育館練習
時間   19:00〜20:45
会場 高根東小

幼稚園 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年
予定 練習 練習 練習 ＴＲＭ 練習 練習 TRM
時間   8:30〜10:30   11:00〜13:30   14:00〜16:30   13:00〜17:00   12:00〜16:00   8:30〜11:30  13:00〜
会場 高根東小ﾐﾆｺｰﾄ 高根東小ﾐﾆｺｰﾄ 高根東小ﾐﾆｺｰﾄ ⼋⽊が谷北小 高根東小 高根東小 三咲小

⼋⽊北・北習 三咲ＦＣ
予定 練習 練習 練習 練習 練習 練習
時間   8:30〜10:30   8:30〜11:00   14:30〜17:00   14:30〜17:00   11:30〜14:00   11:30〜14:00
会場 高根東小ﾐﾆｺｰﾄ 高根東小ﾐﾆｺｰﾄ 高根東小ﾐﾆｺｰﾄ 高根東小 高根東小ﾐﾆｺｰﾄ 高根東小

予定 体育館練習
時間   19:00〜20:45
会場 高根東小

予定 体育館練習
時間   19:00〜20:45
会場 高根東小

幼稚園 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年
予定 ﾊﾟｻﾆｵｰﾙ誉田ＦＣ

招待大会Ｕ－８ 練習  県ﾌﾞﾛｯｸﾘｰｸﾞ(上位ﾘｰｸﾞ) 練習 船橋選手権
練習（ｵﾚﾝｼﾞ）

時間   9:00〜16:00   11:30〜15:00  13:00〜   14:30〜17:00 9:00〜
11:30〜14:00

会場  千葉市昭和の森球技場 高根東小ﾐﾆｺｰﾄ ⼋⽊が谷北小 高根東小
田喜野井小
（ﾎﾜｲﾄ）
高根東小

予定 練習 練習 練習 ＴＲＭ  県ﾌﾞﾛｯｸﾘｰｸﾞ(上位ﾘｰｸﾞ) 練習  船橋選手権練習
時間   8:30〜10:30   11:00〜13:30   14:00〜16:30  13:00〜  9:00〜   11:30〜14:00 9:00〜

14:30〜17:00
会場 高根東小ﾐﾆｺｰﾄ 高根東小ﾐﾆｺｰﾄ 高根東小ﾐﾆｺｰﾄ 愛国学園 ⼋⽊が谷北小 高根東小 三山小（ｵﾚﾝｼﾞ）

高根東小
ｲｰｸﾞﾙｽ

予定 JFﾘｰｸﾞ JFﾘｰｸﾞ JFﾘｰｸﾞ 練習 曽谷杯
時間  12:00〜   12:30〜17:00   8:00〜12:00   8:30〜11:30  10:00〜
会場 高根東小 海神南小 習志野台第二小 高根東小ﾐﾆｺｰﾄ 六実第三小

明海FC
予定 体育館練習
時間   19:00〜20:45
会場 高根東小

幼稚園 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年
予定 TRM TRM 練習 練習 練習

県ﾌﾞﾛｯｸﾘｰｸﾞ
船橋選手権

ｵﾚﾝｼﾞ
時間   9:00〜12:00   9:00〜12:00   9:00〜11:00   15:00〜17:00   15:00〜17:00  9:00〜
会場 薬円台南小 薬円台南小 高根台校 高根東小 高根東小 湊町小

薬南・⼋栄 薬南・⼋栄 ＶＩＶＡＩＯ
予定 練習 練習 練習 練習 練習 TRM 船橋選手権

ｵﾚﾝｼﾞ
時間   9:00〜11:00   11:30〜13:30   14:00〜16:30   15:00〜17:00   15:00〜17:00   15:00〜17:00  9:00〜
会場 高根台校 高根台校 高根台校 高根東小ﾐﾆｺｰﾄ 高根東小 高根東小 湊町小

大穴ＪＳＣ
予定 練習 練習 練習
時間   9:00〜12:00   9:00〜12:00   9:00〜12:00
会場 高根東小 高根東小 高根東小

予定 練習 練習 練習
時間   9:00〜12:00   9:00〜12:00   9:00〜12:00
会場 高根東小 高根東小 高根東小

予定 練習 練習 練習
時間   9:00〜12:00   9:00〜12:00   9:00〜12:00
会場 高根東小 高根東小 高根東小

幼稚園 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年
予定 ﾊﾟｻﾆｵｰﾙ誉田ＦＣ

招待大会Ｕ－６
ﾊﾟｻﾆｵｰﾙ誉田ＦＣ
招待大会Ｕ－７ 練習  県ﾌﾞﾛｯｸﾘｰｸﾞ(上位ﾘｰｸﾞ)  県ﾌﾞﾛｯｸﾘｰｸﾞ(上位ﾘｰｸﾞ) 練習 練習

時間  9:00〜  9:00〜   8:30〜12:00  9:00〜  13:00〜   14:30〜17:00   11:30〜14:00
会場  市原市⽴市東第一小  千葉市⽴誉田東小 高根東小ﾐﾆｺｰﾄ 湊町小 ⼋⽊が谷北小 高根東小 高根東小

予定 ｷｯｽﾞ交流戦 練習 練習  県ﾌﾞﾛｯｸﾘｰｸﾞ(上位ﾘｰｸﾞ) 練習 練習 TRM
時間   8:00〜12:00   8:30〜12:00   13:00〜16:30  14:00〜   14:30〜17:00   11:30〜14:00   13:00〜16:00
会場 習志野台第一小 高根東小ﾐﾆｺｰﾄ 高根東小ﾐﾆｺｰﾄ 湊町小 高根東小 高根東小 ⽮切河川敷ｸﾞﾗﾝﾄﾞ

⽮切ＳＣ
幼稚園 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

２０１６年７⽉　活動予定
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