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幼稚園 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

予定 夏季ﾐﾆｻｯｶｰ大会
（決勝）

夏季ﾐﾆｻｯｶｰ大会
（決勝） 練習 練習  県ﾌﾞﾛｯｸﾘｰｸﾞ(上位ﾘｰｸﾞ) 練習

時間 12:30〜 9:00〜   12:00〜14:00   14:30〜16:30  15:00〜   9:00〜11:00
会場 高根東小 高根東小 高根台校 高根台校 高根東小 高根台校

VS海神ｽﾎﾟｰﾂ
予定 親子ｻｯｶー 親子ｻｯｶー 親子ｻｯｶー 親子ｻｯｶー 練習 TRM  こくみん共済U-12ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ
時間  13:00〜  13:00〜  13:00〜  13:00〜   8:30〜11:00  9:00〜 学年で確認

会場 高根東小 高根東小 高根東小 高根東小 高根東小 宮本小

柏の葉小
（ｵﾚﾝｼﾞ）

ｱｰｾﾅﾙ市川ｸﾞﾗﾝﾄﾞ
（ﾎﾜｲﾄ）

夏季ﾐﾆｻｯｶｰ大会
（決勝）予備日

夏季ﾐﾆｻｯｶｰ大会
（決勝）予備日 宮本・薬南

幼稚園 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年
予定 練習  三友杯ﾐﾆｻｯｶｰ大会 練習 東武ｶｯﾌﾟ 練習
時間   8:30〜11:00  9:00〜   14:30〜16:30  9:00〜   11:30〜14:00
会場 高根東小ﾐﾆｺｰﾄ 千葉市⽴誉⽥小 高根東小ﾐﾆｺｰﾄ 高郷小 高根東小ﾐﾆｺｰﾄ

予定 練習  ⻑⽣村⻑杯ﾐﾆｻｯｶｰ大会 練習 練習 練習 練習 こくみん共済
練習（ｵﾚﾝｼﾞ）

時間   8:30〜10:30  8:30〜   11:00〜13:30   14:00〜16:30   14:30〜16:30   14:30〜16:30 学年で確認
11:00〜14:00

会場 高根東小ﾐﾆｺｰﾄ  ⻑⽣郡城ﾉ内ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 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 ｱｰｾﾅﾙ市川ｸﾞﾗﾝﾄﾞ
（ﾎﾜｲﾄ）

三友杯（予備日）
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 東武ｶｯﾌﾟ 練習
時間   11:30〜14:00   8:30〜11:00   14:30〜16:30   14:30〜16:30  9:00〜   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 高郷小 高根東小

予定 練習 練習 練習 練習 練習  こくみん共済U-12ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ
時間   8:30〜11:00   11:30〜14:00   14:30〜16:30 11:30〜16:30 11:30〜16:30 学年で確認

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

松⼾南高校
（ｵﾚﾝｼﾞ）

ｱｰｾﾅﾙ市川ｸﾞﾗﾝﾄﾞ
（ﾎﾜｲﾄ）

予定 練習 ＴＲＭ 六実カップ ＴＲＭ ＴＲＭ 練習 曽谷杯
時間   8:30〜10:30  13:00〜  9:00〜  13:00〜  13:00〜   12:00〜16:00   9:00〜17:00

会場 高根東小ﾐﾆｺｰﾄ 香澄小 松⼾市千駄堀
暫定ｽﾎﾟｰﾂ広場 芝⼭⻄小 香澄小 高根東小 稲越小

香澄ＭＳＳ ＦＣ芝⼭ 香澄ＭＳＳ 東武ｶｯﾌﾟ予備日 市川真間・国分

予定 練習 ＴＲＭ 親子ｻｯｶー 東武ｶｯﾌﾟ
親子ｻｯｶｰ 親子ｻｯｶー

時間   9:00〜12:00  15:00〜  13:00〜 9:00〜
13:00〜  13:00〜

会場 高根台校  秋津多目的ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 高根東小 ⼋⽊が谷北小
高根東小 高根東小

 六実カップ（予備日） 藤崎 準決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
幼稚園 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

予定 練習 練習
TRM 練習 FFﾘｰｸﾞ 練習 練習

時間   11:00〜14:00 8:30〜10:30
12:30〜   14:30〜16:30   8:00〜13:00   11:30〜13:30   14:00〜16:30

会場 高根東小ﾐﾆｺｰﾄ 高根東小ﾐﾆｺｰﾄ
二宮小 高根東小ﾐﾆｺｰﾄ 飯⼭満南小 高根東小 高根東小

二宮FC

予定 ｷｯｽﾞ交流戦 TRM TRM 練習 練習 練習
TRM  こくみん共済U-12ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ

時間  12:30〜  13:00〜  13:00〜   11:30〜13:30   14:00〜16:00 8:30〜11:00
15:00〜17:00 学年で確認

会場 高根東小 二和小 二和小 高根台校 高根台校 高根台校
ｸﾞﾗｽﾎﾟ法典公園

市川市⽴二俣小
（ｵﾚﾝｼﾞ）

ｱｰｾﾅﾙ市川ｸﾞﾗﾝﾄﾞ
（ﾎﾜｲﾄ）

二和ＳＣ 二和ＳＣ 船橋ｲﾚﾌﾞﾝ
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

２０１６年９⽉　活動予定

9⽉22日更新
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