
曜日 幼稚園 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３ その他

4月27日 土 練習 練習 練習 休み ＴＭ ＴＭ予定 練習 TM 市民大会 練習 進路相談説明会 4/27

辰巳台東 辰巳台東 辰巳台東 八千代東小 辰巳台東 高浜運動広場 球技場 辰巳台東 辰巳公民館

9:00 15:00 15:00 ９時 １１：００k/o １１：００k/o 9:00 16:00

古寺 軽込 軽込 軽込 相葉 正井 石川 中村 中村・石川

進路相談説明会 中３保護者

4月28日 日 休み 練習 練習 練習 練習 練習 Ｕ-１２リーグ OFF 市民大会予定 練習 4/28

辰巳台東 辰巳台東 辰巳台東 辰巳台東 辰巳台東 大栄運動場 球技場 辰巳台東

15:00 15:00 9:00 11:30 17:00 １０時集合 ９：００k/o 15:00

古寺・軽込 古寺・軽込 軽込 軽込 相葉 相葉 石川 中村

スポレク・１３：００k/o

4月29日 月祝 休み 休み 休み ＴＭ 休み 休み ファイティンカップ TM 練習 県リーグ 4/29

サンフット オーシャンフィールド 酒々井総合公園 辰巳台東 東海大市原望洋高校

９：３０ｋ/ｏ １２：００k/o 9:00 １４：００k/o

軽込 相葉・古寺 正井 石川 中村・石川

Wings フッチ ジョカーレ

4月30日 火 休み 休み 休み 休み 休み 練習 ファイティンカップ TM TM TM 4/30

辰巳東 オーシャンフィールド 篠崎G 小菅G 篠崎G

9:00 ９：００k/o １５：００k/o １２：３０k/o

軽込 相葉・古寺 正井 石川 中村

フレンドリー ジェファ フレンドリー

5月1日 水 休み 休み 休み TM ＴＭ 休み ファイティンカップ アルチスタ招待 OFF ＯＦＦ 5/1

カネイ総合 辰巳西Ｇ オーシャンフィールド

１３時集合 9:00

軽込 軽込 相葉・古寺（石川） 正井

レイソル長生 コラソン

5月2日 木 練習 練習 練習 休み ＴＭ ＴＭ ＯＦＦ OFF TM 練習 5/2

辰巳台東 辰巳台東 辰巳台東 真砂第５小 姉崎多目的 岩名球技場 スポレクＤ

9:00 10:30 10:30 9:00 ９：００～１５：００ １２：３０k/o 7:00

古寺・正井 古寺・正井 軽込 石川 中村

相葉 アブレイズ

5月3日 金祝 休み 休み 休み 練習 休み ＴＭ ＯＦＦ 強化合宿 練習 練習 5/3

辰巳西G オーシャンフィールド 辰巳台東 球技場

14:30 ８時半出発 13:00 7:00

軽込 相葉 正井・古寺 石川 中村

コパソル 笹川G

5月4日 土 休み 休み 練習orTM TM 練習 休み 練習 強化合宿 TM ＯＦＦ 5/4

港町小 オーシャンフィールド 篠崎G

１３時集合 ８時半出発 １３：００k/o

軽込 正井・古寺 石川

船橋イレブン 笹川G エスフォルソ

5月5日 日 休み 休み 休み 休み 練習 ＴＭｏｒ練習 練習 強化合宿 試合観戦 練習 5/5

オーシャンフィールド 駒沢公園 スポレクＤ

８時半出発 7:00

相葉 正井・古寺 東京国際ユース 中村

笹川G

5月6日 月祝 休み 休み 休み 休み ８ブロック予選 休み Ｕ‐１２リーグ OFF TM予定 クラブユースＲ３２ 5/6

新富運動場 瑞穂小学校 運動公園 スポレクＤ

８時集合 ９時集合 ９：00k/o 9:30k/o

軽込 相葉 正井 中村・石川

ドラゴンズ

２０１９年　 VITTORIAS ＦＣ　ＧＷ予定 （２０１９年４月22日修正時）


