
夏休み予定表

1年生 2年生 3年生 ユース A ユース B

7 20 水 18:45～(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ) ※　19:00～(新日鉄広畑) 18:45～(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

21 木

22 金
ﾌﾟﾙﾐｴｰﾙ(U-13)ｶｯﾌﾟ

練習
18:00～(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

練習試合(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)
vs高丘中 16:00～ 30分×3本

23 土
[淡路佐野ｻｯｶｰ場]

22日～24日　（日帰り）
練習試合
vsﾐｭｰﾄｽ(広畑緑地)

TOPリーグ
vs伊丹FCB(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

24 日
練習
14:00～(広畑緑地)

ﾄﾚｾﾝﾒﾝﾊﾞｰ以外、練習
9:00～(広畑緑地)

25 月
ｼﾞｭﾆｱｻﾏｰ補助・練習(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)
①8:30-13:00、②13:00-17:30

17:00～(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)
西播リーグ
vs飾西(飾磨高校)

26 火
ｼﾞｭﾆｱｻﾏｰ補助・練習・勉強
(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

練習
9:00～(ｴｽﾄP芝生)

27 水
ｼﾞｭﾆｱｻﾏｰ補助・練習・勉強
(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

練習
9:00～(ｴｽﾄP芝生)

28 木
ﾌﾚｽｶ招待試合
vs未定(播磨光都)

練習
9：00～(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

練習試合(ﾔﾀｶﾞﾗｽﾌｨｰﾙﾄﾞ)
vs富士市立、綾羽

16:30～(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

29 金
ｾｿﾞﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(野洲川陸上球技場)
vsｾｿﾞﾝ、ﾜﾝｾﾝｽ、FC湖東

練習
11:00～(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

30 土
練習
13:00～(中島公園)

練習試合
vsVALENTIA(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

練習
時間未定

31 日
練習
10:00～12:00(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

練習
10:00～12:00(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

練習
8:00～10:00(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

8 1 月
vs島原中央、市西宮 vs龍野、兵庫工業

2 火
岡山ｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
(岡山県赤磐市桜が丘運動場)

vs関西、滝川 vs桃山、明石城西

3 水
練習
11:00～(広畑緑地)

練習
11:00～(広畑緑地)

練習
9:00～(広畑緑地)

順位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ
(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

vs西脇工,三田祥雲館
(中島公園)

4 木
練習
13:00～(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

練習
13:00～(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

練習
9:00～(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

5 金
練習
13:00～(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

【伊勢遠征】

6 土
練習試合(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)
vsSHIZUNAN、神野SC

8/5～8/7
(宿泊)

【彦根遠征】
練習試合
vs関西福祉大

9:00～(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

7 日
練習試合
vsﾌｫﾙﾃ(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

8/6～8
(宿泊)

練習試合
vs蒲郡高校(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

練習試合 (ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)
vs蒲郡、ｾﾝﾄﾗﾙ豊橋

8 月

9 火
練習
9:00～(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ芝生)

練習試合
vsｾﾝﾄﾗﾙ豊橋U15(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

練習試合
vs蒲郡高校(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

練習試合(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)
vs太子・佐用合同

10 水
練習試合(播磨光都)
vsﾌﾞﾘｴｯﾀ、豊中ﾄﾚｾﾝ

練習試合(播磨光都)
vsﾌﾞﾘｴｯﾀ、豊中ﾄﾚｾﾝ

9:00～(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)
9:00～(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)
PM 練習試合予定

11 木
練習試合
vsﾌﾞﾘｴｯﾀ、M.SERIO(中島公園)

練習試合(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)
vsﾌﾞﾘｴｯﾀ、ｱｳﾞｧﾝｻｰﾙ

練習試合(びわこ大)
vsびわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大

9:00～(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ芝生)

12 金
練習試合(岡山県津山)
vsJﾌｨｰﾙﾄﾞ津山

練習試合
vsｾﾝﾄﾗﾙ豊橋U14(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

練習試合
vs阪南大(高見の里)

9:00～(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

13 土
第17回

練習
8:00～10:00(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

14 日
ｻﾏｰﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾏｯﾁ
in姫路2022 U-14

練習
時間未定(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ芝生)

15 月
練習
15:00～(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

（播磨光都ｻｯｶｰ場・ｴｽﾄﾊﾟｰｸ）
9:00～(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ芝生)

16 火
第17回

9:00～(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

17 水
ｻﾏｰﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾏｯﾁ
in姫路2022 U-13

9:00～(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ芝生)

18 木
（播磨光都ｻｯｶｰ場・ｴｽﾄﾊﾟｰｸ） 練習

16:00～(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)
練習
16:00～(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

9:00～(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

19 金 姫路市交流戦
練習
9:00～(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

9:00～(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

20 土 岸和田ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
練習
13:00～(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

10:00～(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

21 日
【下北山合宿】

（日帰り）
練習試合(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)
vs尼崎FC、ｴｽﾄﾚﾗ津田

関西ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ
地域ﾘｰｸﾞ（未定）

練習　時間未定
(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

22 月
下北山

23 火
ｻﾏｰｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

2022
練習
9:00～(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

GefuhleｶｯﾌﾟU15
[美作市総合運動公園]

24 水 (宿泊) 試合or練習 （日帰り）

25 木 試合or練習

26 金
練習
時間未定(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

練習
時間未定(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

27 土 試合or練習 試合or練習
TOPリーグ予定
(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

兵庫県リーグ
vs神戸国際(芦屋学園)

西播磨リーグ
vs相生(相生高校)

28 日
練習　13:00～(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)
終了後、ミーティング

練習　13:00～(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)
終了後、ミーティング

TOPリーグ予定
(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

29 月

30 火
練習
18:30～(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

練習
18:30～(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

31 水
練習
18:30～(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

練習
18:30～(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

練習
18:30～(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

[トレセン]
姫路トレセンU15　TM
7/24　17:30～21:00(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)
トレセン大会　8/2，3（播磨光都）

[トレセン]
U17県民大会
7/23，24(三木防災)

※夏休みの宿題、課題テスト対策をしっかり行うように！
　かなりハードな日程となります。計画を立て行動しましょう。

※1・2年生長期休養（9/1～9/22）　9/23活動再開予定

御殿場遠征

練習
10:00～(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

休み

練習
16:30～(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

練習
16:30～(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

練習
16:30～(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

練習試合
vs京都桂(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

練習試合
vs坂出商業(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

練習試合
vs長田高校(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

練習
16:30～(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

練習
16:30～(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

高知遠征

練習試合
vs創志学園（ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

練習
16:30～(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

練習
時間未定(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

練習試合
vs坂出第一1（ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

練習  坂出第一合同練習
練習試合　vs坂出第一（ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

16:30～(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

日　付
予　　　　　　　定

練習
17:00～(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

16:30～(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

18:00～(ｴｽﾄﾊﾟｰｸ)

第8回

網野ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽ

ｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

静岡遠征

姫路サッカーフェスティバル


	夏休み(選手用)

