
2019.6.16更新

１年

２年

３年

４年

５年 校庭サッカー　16:00～18:00　　 体育館バスケ　14:00～16:00

６年

女子部

１年 ５年

２年 ６年

３年 バスケ　12:00～14:00　 女子部

４年 バスケ　12:00～14:00　

１年 校庭サッカー　13:00～14:30　

２年 練習試合　14：00～16：30 ＠ 北野小

３年 校庭サッカー　14:30～16:30　

４年 校庭サッカー　14:30～16:30　

５年 校庭サッカー　16:30～18:00　 体育館バスケ　15:00～16:30　 

６年 校庭サッカー　16:30～18:00　 体育館バスケ　15:00～16:30

女子部 校庭サッカー　14:30～16:30　 体育館バスケ　16:30～18:00　

１年 ５年

２年 ６年

３年 女子部

４年

１年 校庭サッカー　10:00～12:00　

３年 お休み ２年 校庭サッカー　12:00～14:00　 当番 該当学年

４年 お休み ３年 校庭サッカー　14:00～16:00　 体育館バスケ　12:00～14:00

５年 サッカー ４年 校庭サッカー　14:00～16:00　　 体育館バスケ　12:00～14:00

６年 サッカー ５年

女子部 バスケ ６年 校庭サッカー　12:00～14:00　 体育館バスケ　14:00～16:00  

女子部 校庭サッカー　14:00～16:00　 体育館バスケ　16:00～18:00　

１年 ５年

２年 サッカー　12:00～14:00 ６年

３年 サッカー　14:00～16:00 女子部

４年

１年 校庭サッカー　10:00～12:00　 当番 該当学年

３年 バスケ ２年 校庭サッカー　12:00～14:00　 親子交流会・体験会（体育館）　

４年 バスケ ３年 13：00～15：00

５年 お休み ４年 校庭サッカー　14:00～16:00　　 体育館バスケ　12:00～14:00 女子部 体育館ｻｯｶｰ 15：00～17：00

６年 お休み ５年 校庭サッカー　16:00～18:00　 体育館バスケ　14:00～16:00  

女子部 サッカー ６年 校庭サッカー　16:00～18:00　 体育館バスケ　14:00～16:00  11：20～ ｖｓ ｴﾙｿｰﾙFC

女子部 校庭サッカー　14:00～16:00　 体育館バスケ　16:00～18:00　 12：40～ ｖｓ 三鷹JFC

１年 ５年

２年 ６年        8：30～ vs三鷹FCｳｴｽﾄ
３年 女子部        9：50～ｖｓ南浦FC

４年      11：10～ｖｓ東京BIG

１年

３年 サッカー ２年 当番 該当学年

４年 サッカー ３年 校庭サッカー　10:00～12：00　 体育館バスケ　お休み ２年

５年 バスケ ４年 ３年

６年 バスケ ５年 校庭サッカー　16:00～18:00　 体育館バスケ　お休み ４年

女子部 お休み ６年 校庭サッカー　16:00～18:00　 体育館バスケ　お休み ５年

女子部 校庭サッカー　14:00～16:00　 体育館バスケ　16:00～18:00　 ６年

１年 ５年 女子部

２年 ６年

３年 女子部

４年

校庭サッカー　14:00～16:00　　体育館バスケ　16:00～18:00

校庭・体育館練習なし

ｻｯｶｰ練習試合16：00～18：00 vｓFC北野 ＠一小　　体育館バスケ　14:00～16:00

1 2

自転車教室準備のため
お休み

　　　　　　　　　　　8　【学校公開】15：00まで体育館使用不可
※合宿参加申込・集金＆保護者説明会16時30～

6 9

16:30～18:00

校庭サッカー　12:00～14:00　

Mリーグ　10:00～ vs 七小キッカーズ ／ 11：20～ vs 三鷹FCウエスト 

校庭ｱｯﾌﾟ10：00～12：00／Mリーグ　14：00～ vs 三鷹FCウエスト

校庭ｱｯﾌﾟ10：00～11：00／Mﾘｰｸﾞ 12：40～vsLEEZUFUTABA ／14：40～ vs三鷹FCｳｴｽﾄ

9B 11:20～vs境南SC＠武蔵野中央／校庭ｻｯｶｰ 16:00～18:00　体育館ﾊﾞｽｹ 14:00～16:00

6月のスケジュール　
　　★試合の日程により練習時間が変更になる場合は、連絡網でまわします★

木ようび 土ようび 日ようび

お休み

雨天
（体育館）

お休み バスケ　15:00～16:30

お休み バスケ　15:00～16:30

お休み バスケ　16:30～18:00

雨天
（体育館）

お休み バスケ　14:00～16:00　

お休み バスケ　14:00～16:00　

バスケ　16:00～18:00

13 15 16
16:30～18:00 体育館12:00～18:00

雨天
体育館該当
学年のみ 雨天

（体育館）

お休み お休み

お休み

サッカー　16:00～18:00

サッカー　14:00～16:00

20 22

30

23
13：30～合宿説明会（多目的室）

バスケ　14:00～16:00　

バスケ　12:00～14:00　 バスケ　16:00～18:00　

キッズフェスティバル　＠西町

雨天
体育館該当
学年のみ 雨天

（体育館）

お休み バスケ　14:00～16:00　

お休み

16:30～18:00

校庭アップ　　10:00～12：00 ／ Mリーグ 14：00～ ｖｓ高山SC

バスケ　12:00～14:00　

27 29

雨天

校庭9：00～18：00　体育館12：00～18：00

体育館該当
学年のみ 雨天

（体育館）

お休み サッカー　14:00～16:00

お休み サッカー　16:00～18:00

お休み サッカー　12:00～14:00

お休み

バスケ練習試合＠一小
ｖｓ三鷹五小ソニックス

16:30～18:00 校庭サッカー　12:00～14:00　

校庭サッカー　12:00～14:00　

校庭・体育館練習なし

５年
体育館サッカー
13：00～16：00

サッカー練習試合予定

３年

Mリーグ

５年

9BJAカップ　@関東村

１年

保護者の皆様へお願い 
※１年生は、必ず送迎をお願いします。 ２年生は、できるだけお迎えをお願いします。 
※1～2年生（サッカー）、３年生（バスケ）の練習時には、名前入り白ランニングを着用してください。 
※練習開始時間の２０分以上前には来させないでください。（他の団体が使用している場合があります） 
 
 
★おおきなこえで、あいさつをしようね！  ★いっしょうけんめいれんしゅうしよう！ 
★しばふのうえではボールをけらないよ。  ★れんしゅうがはじまるまえはボールをつかわないよ。 
★こうていのゆうぐであそばないよ。     

スポクラのやくそく！  

まもろうね！ 

お休み 

お休み 


