
（　1　／　1　）２０１７年１２月　活動予定

12月17日更新 幼稚園 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

12/2
(土)

予定 練習 冬季ﾐﾆｻｯｶｰ大会
予選ﾘｰｸﾞ

冬季ﾐﾆｻｯｶｰ大会
予選ﾘｰｸﾞ

冬季ﾐﾆｻｯｶｰ大会
予選ﾘｰｸﾞ

練習（ｸﾞﾘｰﾝ）

冬季ﾐﾆｻｯｶｰ大会
予選ﾘｰｸﾞ 八千代市ｵｰﾌﾟﾝﾄｰﾅﾒﾝﾄ 八千代市ｵｰﾌﾟﾝﾄｰﾅﾒﾝﾄ

時間 13:30～15:30 9:00～ 9:00～ｵﾚﾝｼﾞ
13:00～ﾎﾜｲﾄ

9:00～
12:00～15:00
（ｸﾞﾘｰﾝ）

9:00～ 9:00～ 9:00～

会場 高根東小ﾐﾆｺｰﾄ 法典西小 二宮小ｵﾚﾝｼﾞ
飯山満南小ﾎﾜｲﾄ

咲が丘小ｵﾚﾝｼﾞ
三咲小ﾎﾜｲﾄ
高根東小ｸﾞﾘｰﾝ

八木ヶ谷小ｵﾚﾝｼﾞ
三咲小ﾎﾜｲﾄ 八千代市萱田ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 八千代市萱田ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

12/3
(日)

予定 幼児ﾐﾆｻｯｶｰ大会 練習 TRM
冬季ﾐﾆｻｯｶｰ大会
（ｸﾞﾘｰﾝ）
練習

練習 八千代市ｵｰﾌﾟﾝﾄｰﾅﾒﾝﾄ 八千代市ｵｰﾌﾟﾝﾄｰﾅﾒﾝﾄ

時間 9:00～ 14:30～16:30 12:00～ 9:00～
11:30～14:00

9:00～12:00 9:00～ 9:00～

会場 法典ｸﾞﾗｽﾎﾟ公園 高根東小ﾐﾆｺｰﾄ 高根東小 八栄小(ｸﾞﾘｰﾝ）
高根東小ﾐﾆｺｰﾄ

高根台校 八千代市萱田ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 八千代市萱田ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

冬季ﾐﾆｻｯｶｰ大会予備日 松戸DUC
冬季ﾐﾆｻｯｶｰ大会予備日

冬季ﾐﾆｻｯｶｰ大会予備日 冬季ﾐﾆｻｯｶｰ大会予備日

12/5
(火)

予定 体育館練習 体育館練習
時間 19:00～20:45 19:00～20:45
会場 高根東小 高根東小

12/7
(木)

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

12/9
(土)

予定 練習 練習 練習 練習 練習 TRM
時間 9:00～11:30 14:00～16:30 11:30～13:30 14:00～16:30 11:30～13:30 14:00～
会場 高根台校 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 湊町小

船橋ｲﾚﾌﾞﾝ

12/10
(日)

予定 練習 冬季ﾐﾆｻｯｶｰ大会
準決勝ﾘｰｸﾞ

冬季ﾐﾆｻｯｶｰ大会
準決勝ﾘｰｸﾞ

冬季ﾐﾆｻｯｶｰ大会
準決勝ﾘｰｸﾞ
練習(ｸﾞﾘｰﾝ)

冬季ﾐﾆｻｯｶｰ大会
準決勝ﾘｰｸﾞ
練習ﾎﾜｲﾄ

曽谷杯 曽谷杯

時間 13:30～15:30 9:00～ 9:00～ 9:00～
9:00～12:00

9:00～
9:00～12:00

13:00～ 13:00～

会場 高根東小ﾐﾆｺｰﾄ 海神南小 習一小ｵﾚﾝｼﾞ
三山東小ｵﾜｲﾄ

大穴小ｵﾚﾝｼﾞ
峰台小ﾎﾜｲﾄ
高根東小ﾐﾆｺｰﾄ

八木が谷北小　ｵﾚﾝｼﾞ
高根台校 明海小 明海小

大柏SC・明海FC 大柏SC・明海FC

12/12
(火)

予定 体育館練習 体育館練習
時間 19:00～20:45 19:00～20:45
会場 高根東小 高根東小

12/14
(木)

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

12/16
(土)

予定 みどり台幼稚園発表会 冬季ﾐﾆｻｯｶｰ大会
決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

冬季ﾐﾆｻｯｶｰ大会
決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

冬季ﾐﾆｻｯｶｰ大会
決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

冬季ﾐﾆｻｯｶｰ大会
決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
TRMﾎﾜｲﾄ

曽谷杯 曽谷杯

時間 12:30～ 9:00～ 9:00～ 9:00～
13:00～

9:00～ 9:00～

会場 高根東小 高根東小 芝山東小 二和小
芝山西小

曽谷小→稲越小 曽谷小→稲越小

ﾄﾚｾﾝﾒﾝﾊﾞｰ白子

12/17
(日)

予定 練習 練習 ｾﾞﾝﾆﾁｶｯﾌﾟ 練習 練習 TRM８人制 TRM
時間 8:30～11:00 11:30～15:00 9:00～ 8:30～12:00 12:30～16:00 8:30～12:00 8:30～12:00

会場 高根東小ﾐﾆｺｰﾄ 高根東小ﾐﾆｺｰﾄ 福太郎ｽﾀｼﾞｱﾑ
鎌ヶ谷市陸上競技場

高根東小 高根東小 芝山東小 芝山東小

冬季ﾐﾆｻｯｶｰ大会予備日 冬季ﾐﾆｻｯｶｰ大会予備日 冬季ﾐﾆｻｯｶｰ大会予備日 冬季ﾐﾆｻｯｶｰ大会予備日 芝山東FC
ﾄﾚｾﾝﾒﾝﾊﾞｰ白子

芝山東FC

12/19
(火)

予定 体育館練習 体育館練習
時間 19:00～20:45 19:00～20:45
会場 高根東小 高根東小

12/21
(木)

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

12/23
(祝)

予定 練習 ｾﾞﾝﾆﾁｶｯﾌﾟ ｾﾞﾝﾆﾁｶｯﾌﾟ(A)ﾁｰﾑ
練習

練習 練習 曽谷杯＆TRM 曽谷杯

時間 8:30～11:00 9:00～ 13:30～
11:30～13:30

14:00～16:30 9:00～12:00 13:00～ 13:00～

会場 高根東小ﾐﾆｺｰﾄ 福太郎ｽﾀｼﾞｱﾑ
鎌ヶ谷市陸上競技場

福太郎ｽﾀｼﾞｱﾑ
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

ｾﾞﾝﾆﾁｶｯﾌﾟ
準決勝・決勝

ﾄﾚｾﾝﾒﾝﾊﾞｰ波崎 信篤FC 信篤FC

12/24
(日)

予定 練習 練習 練習 練習 親子ｻｯｶｰ 親子ｻｯｶｰ 親子ｻｯｶｰ
時間 8:30～10:30 8:30～11:00 11:30～14:00 14:30～16:30 13:00～ 13:00～ 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 高根東小 高根東小 高根東小 高根東小

ﾄﾚｾﾝﾒﾝﾊﾞｰ波崎

12/26
(火)

予定 体育館練習 体育館練習
時間 19:00～20:45 19:00～20:45
会場 高根東小 高根東小

12/28
(木)

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

12/30
(土)

予定 練習 練習 練習 練習 練習 練習
時間 8:30～11:00 11:30～15:00 12:30～16:00 12:30～16:00 8:30～12:00 8:30～12:00
会場 高根東小ﾐﾆｺｰﾄ 高根東小ﾐﾆｺｰﾄ 高根東小 高根東小 高根東小 高根東小

12/31
(日)

予定
時間
会場

幼稚園 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年


