
3年生は勉強道具
を持ってくること

8/17(日)
内容 相手 集合時間 K.O 交通費 集合場所 会場 終了予定 その他

練習 13:00 徒歩 山田 山田 15:00 中央大会役員AM

枚方選抜U14選考会③ 15:00 徒歩 山田 山田 18:00

21 (日) 枚方交野３年生大会１回戦 蹉跎 8:00 9:30 徒歩 山田 山田 13:00 昼食

22 (月) サマーリーグ① 四條畷 7:30 9:30 自転車 山田 桜丘 13:00 昼食・桜丘合同

23 (火) 枚方交野２年生大会リーグ① 枚方 8:00 9:30 徒歩 山田 山田 13:00 昼食・日直

24 (水) 練習 13:00 徒歩 山田 山田 15:30 ３年・水着

25 (木) ３年牧野カップ 枚方１・中木田・決勝・牧野 9:00 11:00 自転車 山田 牧野高校 17:00 10:45開会式・水分多め・昼食・１、２年オフ

26 (金) 枚方交野３年生大会２回戦 交野２ 13:15 15:20 自転車 山田 枚方１ 18:00 軽食・前四審14:00

27 (土) サマーリーグ②③ 枚方４・八雲＆錦 7:30 9:00 徒歩 山田 山田 13:00 昼食・桜丘合同

28 (日) 枚方交野２年生大会リーグ② 枚方３ 12:00 13:30 徒歩 山田 山田 18:00 軽食

29 (月) 枚方交野３年生大会準々決勝 杉 7:30 9:00 徒歩 山田 山田 13:00 軽食・後四審10:20

サマーリーグ④・ＴＭ 東淀・高槻９(３年) 11:45 13:00 徒歩 山田 山田 18:00 昼食・３年

枚方選抜U14　練習 15:00 各自 現地 長尾西 18:00

31 (水) 枚方交野３年生大会準決勝 大阪仰星 14:00 16:00 自転車 山田 大阪仰星 19:00 軽食・後副審17:20

内容 相手 集合時間 K.O 交通費 集合場所 会場 終了予定 その他

1 (木) 枚方交野３年生大会決勝 中宮or招提北 7:00or8:008:30or9:30 自転車 山田 大阪仰星 12:00 軽食

2 (金) 枚方交野２年生大会リーグ③ 楠葉 8:00 9:30 徒歩 山田 山田 13:00 昼食・後審・水着

3 (土) サマーリーグ② 八雲＆錦 13:00 15:00 420円 枚方市駅中央改札 中木田 17:00 昼食

4 (日) サマーリーグ⑥ 寝屋川９ 12:00 13:30 徒歩 山田 山田 17:00 軽食・桜丘合同

5 (月) オフ

6 (火) サマーリーグ③ 寝屋川５ 14:00 16:00 540円 枚方市駅中央改札 寝屋川５ 18:00 軽食

練習 8:00 徒歩 山田 山田 10:00 水着

枚方選抜U14　練習

8 (木) オフ

9 (金) 枚方交野２年生大会リーグ④ 交野２ 12:00 13:30 徒歩 山田 山田 18:00 軽食・後審

10 (土) 練習 8:00 徒歩 山田 山田 10:30 水着

11 (日)

12 (月)

13 (火)

14 (水)

15 (木)

練習・宿題チェック 12:30 徒歩 会議室 山田 15:00 夏休みの宿題全て

枚方選抜U14　練習 15:00 徒歩 山田 山田 17:00

17 (土) サマーリーグ③ 枚方４(全学年) 12:00 13:30 徒歩 山田 山田 17:00 軽食・３年

18 (日) 練習 8:00 徒歩 山田 山田 10:00 水着

サマーリーグ⑦・ＴＭ 関西創価 11:15 13:15 自転車 山田 関西創価 17:00 昼食・桜丘合同・人工芝

枚方選抜U14　枚方招待大会 各自 現地 枚方スタジアム 18:00 全日・昼食・水分多め

20 (火) サマーリーグ⑧⑨ 中木田・梶 11:30 13:30 420円 枚方市駅中央改札 中木田 17:00 昼食・桜丘合同

21 (水) サマーリーグ⑩⑪ 四條畷西・庭窪 7:30 9:00 自転車 山田 桜丘 13:00 昼食・桜丘合同

22 (木) ＴＭ 招提・楠葉 12:00 13:30 自転車 山田 招提 17:00 軽食

23 (金) サマーリーグ⑫ 住道 7:30 9:30 自転車 山田 桜丘 13:00 昼食・桜丘合同

24 (土) 前期プレミア① 桜丘＆常翔啓光 13:15 16:00 自転車 山田 長尾西 18:00 軽食・前四審14:30

25 (日) オフ

26 (月) 練習 14:00 16:30 始業式

27 (火) 練習 終礼後 18:00 秋季大会抽選会

28 (水) オフ

29 (木) 練習 終礼後 18:00

30 (金) 練習 終礼後 18:00

31 (土) 練習orＴＭ

30 (火)

7 (水)

16 (金)

山田中学校サッカー部予定表８月
日付

19 (月)

山田中学校サッカー部予定表　夏休み
日付

20 (土)

お盆休み　夏休みの宿題頑張ろう


