
４月 四国中央市合同チーム練習計画

日 曜日 時　間 場　　所 内　　容 備考 その他

1火 三島東中 終日練習 要弁当・学習用具

2水 三島東中 終日練習 要弁当・学習用具

3木 三島東中 終日練習 要弁当・学習用具 　

4金 三島東中 終日練習 要弁当・学習用具

5土 北条ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 愛媛県合同練習 東中出発・要弁当

6日 三島東中 　

7月 休み 　 　

8火 三島東中 始業式 　

9水 三島運動公園 スクールと一緒 入学式

10木 各校

11金 三島運動公園 　

12土 場所未定 愛媛合同練習 要弁当

13日 県総合運動公園 えひめラグビー祭 バス移動

14月 休み 　

15火 各校 　

16水 浜公園 スクールと一緒 　

17木 各校

18金 浜公園
19土 城西中（予定） 愛媛県合同練習 　

20日 休み 　 　 参観日

21月 休み 　

22火 　 　

23水 浜公園 スクールと一緒

24木 各校

25金 浜公園
26土 ｽｶｲﾌｨｰﾙﾄﾞ富郷 スクールと一緒

27日 場所未定 愛媛合同練習

28月 三島東中

29火 場所未定 愛媛合同練習

30水 浜公園 スクールと一緒

☆５月３日・４日は四国中央市長杯（１２３年生が参加）

５・６日は休みの予定です。

9:00～17:30

9:00～17:30

9:00～17:30

9:00～17:30

8:00～17:00

9:00～13:00

14:00～18:00

19:30～21:00

16:00～18:30

19:30～21:00

8:00～13:00

7:00～17:00

16:00～18:30

19:30～21:00

16:00～18:30

19:30～21:00

8:00～17:00

16:00～17:00

19:30～21:00
16:00～18:30

19:30～21:00
9:00～13:00

8:30～17:00

9:00～13:00

8:00～13:00

19:30～21:00



５月 四国中央市合同チーム練習計画

日 曜日 時　間 場　　所 内　　容 備考 その他

1水 川之江浜公園 ナイター練習

2木 三島東中 　 　

3金 ｽｶｲﾌｨｰﾙﾄﾞ富郷 四国中央市長杯 弁当支給 　

4土 ｽｶｲﾌｨｰﾙﾄﾞ富郷 四国中央市長杯 弁当支給・午後合同練習

5日 休み 　 　 　

6月 休み 　 　

7火 三島東中
8水 川之江運動場 ナイター練習 　

9木 三島東中

10金 川之江運動場 ナイター練習

11土 ｽｶｲﾌｨｰﾙﾄﾞ富郷 スクールと一緒

12日 ｽｶｲﾌｨｰﾙﾄﾞ富郷

13月 休み 　 　

14火 三島東中 　

15水 川之江運動場 ナイター練習 東中自然の家

16木 三島東中 東中自然の家

17金 川之江運動場 ナイター練習 東中自然の家

18土 ｽｶｲﾌｨｰﾙﾄﾞ富郷 スクールと一緒

19日 徳島遠征 別紙プリント ２・３年生のみ

20月 休み 　 　 　

21火 休み 　 　　 東中中間テスト

22水 川之江運動場 ナイター練習 東中中間テスト 　

23木 三島東中
24金 川之江運動場 ナイター練習

25土 ｽｶｲﾌｨｰﾙﾄﾞ富郷 スクールと一緒 愛媛県協会総会

26日 北条ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 愛媛県合同練習 東中出発・要弁当

27月 休み 　 　

28火 三島東中
29水 川之江運動場 ナイター練習

30木 三島東中
31金 川之江運動場 ナイター練習

19:30～21:00

16:00～18:00

8:00～17:00

8:00～17:00

16:00～18:30
19:30～21:00

16:00～18:30

19:30～21:00

9:00～13:00

9:00～13:00

16:00～18:30

19:30～21:00

16:00～18:30

19:30～21:00

9:00～13:00

　　　　～17:00

19:30～21:00
16:00～18:30

19:30～21:00
9:00～13:00

7:30～17:30

16:00～18:30
19:30～21:00

16:00～18:30

19:30～21:00



６月 四国中央市合同チーム練習計画

日 曜日 時　間 場　　所 内　　容 備考 その他

1土 ｽｶｲﾌｨｰﾙﾄﾞ富郷 スクールと一緒 　

2日 三島東中 　 　

3月 休み 　

4火 三島東中 　

5水 川之江浜公園 スクールと一緒 ﾅｲﾀｰ

6木 三島東中

7金 川之江浜公園 　 ﾅｲﾀｰ

8土 徳島遠征

9日 徳島遠征

10月 休み 　 　

11火 三島東中 　 　 　

12水 川之江浜公園 スクールと一緒 ﾅｲﾀｰ

13木 三島東中 　

14金 川之江浜公園 　 　 ﾅｲﾀｰ

15土 北条ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 愛媛県合同練習 東中出発・要弁当 合同

16日 香川遠征 讃岐空港公園　 自家用車・要弁当 試合

17月 休み 　

18火 三島東中
19水 川之江浜公園 スクールと一緒 ﾅｲﾀｰ

20木 三島東中

21金 川之江浜公園 　 ﾅｲﾀｰ

22土 太陽生命カップ 大阪府堺市 大会

23日 太陽生命カップ 大阪府堺市 大会

24月 休み 　 東中テスト 　

25火 休み 　 　 東中テスト 　

26水 川之江浜公園 スクールと一緒 東中テスト ﾅｲﾀｰ

27木 三島東中

28金 川之江浜公園 ﾅｲﾀｰ

29土 ｽｶｲﾌｨｰﾙﾄﾞ富郷 スクールと一緒

30日 三島東中 　

☆各校期末テスト直前（３日前）は休みです。

☆６月２３日は四国スクールですが、太陽生命カップ予選に参加・１年生のみスクール祭参加

☆２３日（土）は２・３年生のみ参加（全国大会予選）

（２３日に敗退した場合は２４日はテスト休み）

☆２・１６日は変則ですが、合同練習・試合です。

9:30～13:00

9:00～12:30

16:00～19:00

19:30～21:00

16:00～19:00

19:30～21:00

10:30～17:00 吉野川河川敷G

7:30～17:30 吉野川河川敷G

16:00～19:00

19:30～21:00

16:00～19:00

19:30～21:00

7:30～17:30

8:00～17:00

16:00～19:00
19:30～21:00

16:00～19:00

19:30～21:00 1年テスト休み

7:30～18:00 1年テスト休み

7:30～18:00 1年テスト休み

19:30～21:00

16:00～19:00

19:30～21:00
16:00～19:00

9:00～12:30



７月 四国中央市合同チーム練習計画

日 曜日 時　間 場　　所 内　　容 備考 その他

1月 休み 　 　

2火 三島東中 　

3水 三島運動公園 スクールと一緒 ﾅｲﾀｰ

4木 三島東中

5金 三島運動公園 　 ﾅｲﾀｰ

6土 北条ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 愛媛県合同練習会 遠征

7日 三島東中 　

8月 休み

9火 三島東中

10水 三島運動公園 スクールと一緒 ﾅｲﾀｰ

11木 三島東中 　

12金 三島運動公園 　 　 ﾅｲﾀｰ

13土 三島運動公園

14日 三島東中 　

15月 三島東中 　 　

16火 休み 　

17水 三島運動公園 スクールと一緒 ﾅｲﾀｰ

18木 三島東中

19金 三島運動公園 　 ﾅｲﾀｰ

20土 愛媛県総体 砥部運動公園
21日 ｽｶｲﾌｨｰﾙﾄﾞ富郷 愛媛県合同練習会 　 弁当

22月 東中・運動公園 弁当学習用具ｼｭｰｽﾞ 三高

23火 東中・運動公園 弁当学習用具ｼｭｰｽﾞ 三高

24水 東中・運動公園 弁当学習用具ｼｭｰｽﾞ 三高

25木 関西大会 飛騨市数河高原 選抜メンバー 三高

26金 同上 選抜ﾒﾝﾊﾞｰ以外 ﾅｲﾀｰ（三島運動公園） 三高

27土 同上 選抜ﾒﾝﾊﾞｰ以外 ｽｶｲﾌｨｰﾙﾄﾞ富郷 三高

28日 同上 選抜ﾒﾝﾊﾞｰ以外 ｽｶｲﾌｨｰﾙﾄﾞ富郷 三高

29月 運動公園 午後練習 三高

30火 東中 渡部⇒川之江体験入学

31水 東中・運動公園 　 渡部⇒宇和島出張 三高

☆それ以外の生徒については三島高校と一緒に練習

７月２５日（木） １３：００～１７：００ 運動公園多目的 三島高校と合同練習

７月２６日（金） １８：３０～２１：００ 運動公園多目的 三島高校と合同練習 ﾅｲﾀｰ　

藤田敏 伴野勝也

７月２７日（土） １１：３０～１７：００ ｽｶｲﾌｨｰﾙﾄﾞ富郷Ａ面 三島高校と合同練習

伴野勝也

７月２８日（日） １１：３０～１７：００ ｽｶｲﾌｨｰﾙﾄﾞ富郷Ａ面 三島高校と合同練習

藤田敏

７月２９日（月） １３：３０～１７：００ 運動公園多目的 三島高校と合同練習

渡部振一郎

７月３０日（火） ９：００～１２：００ 三島東中 通常午前練習

７月３１日（水） １２：３０～１７：００ 運動公園多目的 三島高校と合同練習

9:00～13:00

19:３0～21:00

16:00～19:00

19:３0～21:00
7:30～18:00

9:00～13:00

9:00～13:00

19:３0～21:00

16:00～19:00

19:３0～21:00

9:00～13:00

9:00～13:00

9:00～13:00

19:３0～21:00
16:00～19:00

18:00～20:00
7:00三島東中学校

8:00～16:00

9:00～17:00 終日練習(9:00～17:00）

9:00～17:00 終日練習(9:00～17:00）

9:00～17:00 終日練習(9:00～17:00）
選抜以外13:00～運動公園

18:30～21:00

11:30～17:00

11:30～17:00

13:30～17:00
9:00～12:00

13:00～17:00

☆関西大会については、選抜ﾒﾝﾊﾞｰ+サポートﾒﾝﾊﾞｰに選出された者のみ



８月 四国中央市合同チーム練習計画

日 曜日 時　間 場　　所 内　　容 備考 その他

1木 東中・運動公園 午後運動公園 弁当学習用具ｼｭｰｽﾞ 三高

2金 東中・運動公園 午前練習＋ﾅｲﾀｰ 学習用具ｼｭｰｽﾞ 宿題

3土 三島運動公園 スクールと一緒

4日 三島東中 終日練習 弁当学習用具ｼｭｰｽﾞ

5月 三島東中 東中全校登校日 　

6火 三島東中 終日練習 弁当学習用具ｼｭｰｽﾞ 　

7水 三島東中 　 　

8木 ｽｶｲﾌｨｰﾙﾄﾞ富郷 大阪三島地区合宿 要弁当（車手配） 合宿

9金 ｽｶｲﾌｨｰﾙﾄﾞ富郷 大阪三島地区合宿 渡部出張（新居浜） 合宿

10土 ｽｶｲﾌｨｰﾙﾄﾞ富郷 大阪三島地区合宿 要弁当（車手配） 合宿

11日 ｽｶｲﾌｨｰﾙﾄﾞ富郷 大阪三島地区合宿 （車手配）　 合宿

12月 三島東中 終日練習 弁当学習用具ｼｭｰｽﾞ 　

13火 三島東中 終日練習 弁当学習用具ｼｭｰｽﾞ

14水 三島東中 終日練習 弁当学習用具ｼｭｰｽﾞ 　

15木 三島東中 終日練習 弁当学習用具ｼｭｰｽﾞ

16金 東中・運動公園 午前練習＋ﾅｲﾀｰ 学習用具ｼｭｰｽﾞ

17土 鳥取県立布勢運動公園中四国大会 別紙配布

18日 鳥取県立布勢運動公園中四国大会

19月 休日 　

20火 三島東中 終日練習 弁当学習用具ｼｭｰｽﾞ 　

21水 三島東中 終日練習 弁当学習用具ｼｭｰｽﾞ 　

22木 三島東中 終日練習 弁当学習用具ｼｭｰｽﾞ 　

23金 東中・運動公園 午前練習＋ﾅｲﾀｰ 学習用具ｼｭｰｽﾞ 　

24土 三島運動公園 スクールと一緒

25日 休日

26月 三島東中 終日練習 弁当学習用具ｼｭｰｽﾞ

27火 三島東中 終日練習 弁当学習用具ｼｭｰｽﾞ 　

28水 三島東中 終日練習 弁当学習用具ｼｭｰｽﾞ 　

29木 三島東中 終日練習 弁当学習用具ｼｭｰｽﾞ

30金 東中・運動公園 午前練習＋ﾅｲﾀｰ 学習用具ｼｭｰｽﾞ

31土 三島運動公園 スクールと一緒

9:00～17:00

9:00～12:00　18:30　

9:00～13:00

9:00～17:00

13:00～17:00

9:00～17:00

12:00～17:00

9:00～17:00
8:00～17:00

8:00～17:00

9:00～12:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～12:00　18:30　

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～12:00　18:30　

9:00～13:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～12:00　18:30　

9:00～13:00



四国中央市合同チーム練習計画

日 曜日 時　間 場　　所 内　　容 備考 その他

1日 休み 　 　

2月 休み

3火 各校 体育祭練習中につき各校で練習

4水 三島運動公園 スクールと一緒 ﾅｲﾀｰ

5木 各校
6金 三島運動公園 三島高校合同練習 ﾅｲﾀｰ

7土 三島運動公園 　 　

8日 徳島県入田ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 練習試合 　

9月 休み 　

10火 各校 　

11水 三島運動公園 スクールと一緒 三島高校合同練習 ﾅｲﾀｰ

12木 各校

13金 三島運動公園 三島高校合同練習 ﾅｲﾀｰ

14土 休み 体育祭準備 　 体育祭準備登校日

15日 休み 体育祭 体育祭

16月 休み 　 　 敬老の日

17火 休み 　 　 繰り替え休業日

18水 三島運動公園 スクールと一緒 三島高校合同練習 ﾅｲﾀｰ

19木 三島東中
20金 三島運動公園 三島高校合同練習 ﾅｲﾀｰ

21土 三島運動公園 スクールと一緒

22日 三島東中 　 　 　

23月 三島東中 　 秋分の日

24火 三島東中 　 　

25水 三島運動公園 スクールと一緒 三島高校合同練習 ﾅｲﾀｰ

26木 三島東中 　 　 　

27金 三島運動公園 　 三島高校合同練習 ﾅｲﾀｰ

28土 三島運動公園 スクールと一緒 　 　

29日 北条スポーツセンター 愛媛県合同練習 　 　

30月 休み 　 　 　 　

　

　

9月

16:00～19:00

19:30～21:00

16:00～19:00
18:30～21:00

9:00～13:00

7:00～18:00

16:00～19:00

18:30～21:00

16:00～19:00

18:30～21:00

18:30～21:00

16:00～18:15

18:30～21:00
9：30～13:00

9:00～13:00

9:00～13:00

16:00～18:15

18:30～21:00

16:00～18:00

18:30～21:00
9：30～13:00

7:30～18:00



四国中央市合同チーム練習計画

日 曜日 時　間 場　　所 内　　容 備考 その他

1火 東中 　

2水 三島運動公園 スクールと一緒 三島高校合同練習 ﾅｲﾀｰ

3木 東中

4金 三島運動公園 　 三島高校合同練習 ﾅｲﾀｰ

5土 砥部運動公園 ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞ 各学年試合（前座） 　

6日 城西中学校 市民ｽﾎﾟｰﾂ祭開会式 表彰

7月 休み 　 　 　

8火 東中 　 　

9水 三島運動公園 スクールと一緒 三島高校合同練習 ﾅｲﾀｰ　

10木 休み 　 　 　

11金 三島運動公園 　 三島高校合同練習 ﾅｲﾀｰ　

12土 三島運動公園 スクールと一緒 はじめてのﾗｸﾞﾋﾞｰ

13日 ｽｶｲﾌｨｰﾙﾄﾞ富郷 市民ｽﾎﾟｰﾂ祭 　タッチﾗｸﾞﾋﾞｰ大会

14月 休み 　 土居・川之江地方祭

15火 東中 土居・川之江地方祭

16水 三島運動公園 スクールと一緒 三島高校合同練習 　

17木 東中 　

18金 三島運動公園 三島高校合同練習 ﾅｲﾀｰ

19土 三島運動公園 　

20日 ｽｶｲﾌｨｰﾙﾄﾞ富郷 愛媛県合同練習会 　 　

21月 東中 　 三島地方祭

22火 東中 　 三島地方祭

23水 休み 　 　 三島地方祭 　

24木 東中 　 　 　

25金 三島運動公園 　 三島高校合同練習 ﾅｲﾀｰ

26土 北条ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 愛媛県合同練習会 選抜メンバーのみ 　

27日 徳島市営ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 全国大会四国予選

28月 休み 　 　 東中中間テスト 　

29火 東中 　 東中中間テスト

30水 三島運動公園 スクールと一緒 三島高校合同練習 ﾅｲﾀｰ

31木 東中 　 　 　

県新人戦 ｽｶｲﾌｨｰﾙﾄﾞ富郷

全国中四国予 愛媛県

10月

16:00～18:00

16:30～21:00

16:00～18:00

18:30～21:00

9:00～17:00
8:00～13:00 全員8:00市体育館

16:00～18:00

18:30～21:00

18:30～21:00

9:00～13:00

9:00～16:00

16:00～18:00

18:30～21:00
16:00～18:00

18:30～21:00

9:00～13:00

8：0０～17:00
16:00～18:00

11:00～12:30

16:00～18:00

18:30～21:00

9:00～15:00

9:00～17:00

16:00～18:00
18:30～21:00

16:00～18:00

11月９日

11月２３日



四国中央市合同チーム練習計画

日 曜日 時　間 場　　所 内　　容 備考 その他

1金 三島運動公園 スクールと一緒 三島高校合同 ﾅｲﾀｰ

2土 ｽｶｲﾌｨｰﾙﾄﾞ富郷 　

3日 東中 　 　 　

4月 北条ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 愛媛県合同練習会 要弁当・全学年 バス

5火 休み 　

6水 三島運動公園 スクールと一緒 三島高校合同 ﾅｲﾀｰ

7木 東中 　

8金 三島運動公園 　 三島高校合同 ﾅｲﾀｰ

9土 ｽｶｲﾌｨｰﾙﾄﾞ富郷 県新人大会 ３年生は補助員・練習

10日 休み 　 　 　

11月 休み 　 　

12火 東中

13水 三島運動公園 スクールと一緒 三島高校合同 ﾅｲﾀｰ

14木 東中 　

15金 三島運動公園 　 三島高校合同 ﾅｲﾀｰ

16土 城西中学校 愛媛県合同練習会 ２・３年生のみ

17日 北条ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 愛媛県合同練習会 要弁当・三高応援 バス

18月 休み 　 　 　

19火 東中 　

20水 三島運動公園 スクールと一緒 三島高校合同 ﾅｲﾀｰ

21木 東中 　

22金 三島運動公園 　 三島高校合同 　

23土 砥部運動公園 全国大会予選

24日 休み 　 　 　 　

25月 休み 　 　 　 　

26火 休み 　 　 　 　

27水 休み 　 　 東中期末ﾃｽﾄ 　

28木 休み 　 　 東中期末ﾃｽﾄ 　

29金 三島運動公園 スクールと一緒 東中期末ﾃｽﾄ ﾅｲﾀｰ

30土 三島運動公園 スクールと一緒

全国大会予選後の予定については、変更あり

11月

18:30～21:00

9:00～13:00

9:00～13:00

７：３０～17:00

16:30～21:00

16:00～17:15

19:30～21:00

７：３０～17:00

16:00～17:15

18:30～21:00

16:00～17:15

18:30～21:00

7:30～12:30

７：３０～17:00

16:00～17:15

18:30～21:00

16:00～17:15

18:30～21:00

7:00～17:00

18:30～21:00
9:00～12:30



四国中央市合同チーム練習計画

日 曜日 時　間 場　　所 内　　容 備考 その他

1日 芦屋総合運動公園 芦屋ライオンズｶｯﾌﾟ 要弁当

2月 休み 　

3火 東中 　

4水 三島運動公園 スクールと一緒 ﾅｲﾀｰ

5木 東中

6金 三島運動公園 三島高校合同 ﾅｲﾀｰ

7土 城西中学校 愛媛合同練習 バス移動・要弁当 全員

8日 休み 　 　 文化祭

9月 休み 　 　

10火 東中

11水 三島運動公園 三島高校合同 　 ﾅｲﾀｰ

12木 東中 　

13金 三島運動公園 三島高校合同 　 ﾅｲﾀｰ

14土 要弁当

15日 北条ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 愛媛合同練習 選抜メンバーのみ・要弁当

16月 休み 　 　 　

17火 東中 　

18水 三島運動公園 三島高校合同 　 ﾅｲﾀｰ

19木 東中 　 　

20金 三島運動公園 三島高校合同 　 ﾅｲﾀｰ

21土 運動公園 スクールと一緒 　

22日 東中 終日練習 要弁当・学習用具 　

23月 東中 終日練習 要弁当・学習用具 　

24火 東中 　 　 　

25水 三島運動公園 三島高校合同 　 ﾅｲﾀｰ

26木 北条ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 選抜メンバー以外大掃除 ９：００～１１：００ 冬休

27金 東中 三島高校観戦あり 冬休

28土 三島運動公園 スクールと一緒 選抜移動日 冬休

29日 中学応援 日程は後日 　 全国大会 冬休

30月 休み 　 　 全国大会 冬休

31火 休み 　 　 全国大会 冬休

蹴り始め １月１日 三島高校

練習開始 １月４日～８日 三島東中 終日

　 　 　

1２月

8:30～21:00

16:00～17:15

19:30～21:00
16:00～17:15

18:30～21:00

7:00～15:00

16:00～17:15

18:30～21:00

16:00～17:15

18:30～21:00

9:00～18:30 三島・香川県営G 11時まで三島で練習後バス移動・香川と合同練習 　

7:30～16:00

16:00～17:15
18:30～21:00

16:00～17:15

18:30～21:00

9:00～13:00

9:00～17:00

9:00～17:00
16:00～17:15

18:30～21:00

7:00～17:00

9:00～12:00

9:30～12:00

13時～



四国中央市合同チーム練習計画

日 曜日 時　間 場　　所 内　　容 備考 その他

1水 三島高校 初蹴り会 　 冬休

2木 休み 冬休

3金 休み 冬休

4土 東中（宿題点検） 終日練習 要弁当・学習用具 冬休

5日 東中 終日練習 要弁当・学習用具 冬休

6月 東中 終日練習 要弁当・学習用具 冬休

7火 東中 　 　 冬休

8水 三島運動公園 スクールと一緒 始業式 ﾅｲﾀｰ

9木 東中 ３年実力

10金 三島運動公園 　 ３年実力 ﾅｲﾀｰ

11土 三島運動公園 スクールと一緒 ３年お別れ会？ 　

12日 東中 　 　

13月 北条ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 愛媛合同練習 成人の日 弁当

14火 休み 　 　

15水 三島運動公園 三島高校合同練習 　 ﾅｲﾀｰ

16木 東中 　

17金 三島運動公園 三島高校合同練習 　 ﾅｲﾀｰ

18土 三島運動公園 スクールと一緒 香川西高受験引率 　

19日 香川県生島 練習試合 　 　

20月 休み 　 　 　 　

21火 東中 　

22水 三島運動公園 三島高校合同練習 　 ﾅｲﾀｰ

23木 東中 　

24金 三島運動公園 三島高校合同練習 　 ﾅｲﾀｰ

25土 　 大阪三島地区遠征 後日予定配布 　

26日 　 大阪三島地区遠征 　 　 　

27月 休み 　 　 　 　

28火 東中 　 　 　

29水 三島運動公園 三島高校合同練習 　 ﾅｲﾀｰ

30木 東中 　 　 　

31金 三島運動公園 三島高校合同練習 　 ﾅｲﾀｰ

　

　 　 　

1月

13:00～16:00

9:00～17:00

9:00～17:00
9:00～17:00

9:00～1２:00

19:30～21:00

16:00～17:15

19:30～21:00

9:00～12:00

9:00～1２:00

7:00～18:00

18:30～21:00

16:00～17:15

18:30～21:00

9:00～12:00

9:00～1２:00

16:00～17:15

18:30～21:00

16:00～17:15

18:30～21:00

16:00～17:15

18:30～21:00

16:00～17:15

18:30～21:00



２月 四国中央市合同チーム練習計画

日 曜日 時　間 場　　所 内　　容 備考 その他

1土 三島運動公園 スクールと一緒 　

2日 北条ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 　

3月 休み 　 　 　

4火 東中 　

5水 三島運動公園 スクールと一緒 　 ﾅｲﾀｰ

6木 東中 　

7金 三島運動公園 　 　 ﾅｲﾀｰ

8土 ｽｶｲﾌｨｰﾙﾄﾞ富郷Ｂ 広島選抜・北条北中 　 　

9日 北条ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 愛媛県合同練習 保護者車手配・要弁当 　

10月 休み 　 　 　 　

11火 三島東中 　 建国記念日

12水 三島運動公園 スクールと一緒 　 ﾅｲﾀｰ

13木 東中 　

14金 三島運動公園 　 　 ﾅｲﾀｰ

15土 三島運動公園 スクールと一緒 　

16日 三島東中 　 　 　

17月 休み 　 　 　

18火 東中 　

19水 三島運動公園 スクールと一緒 　 ﾅｲﾀｰ

20木 東中 　

21金 三島運動公園 　 　 ﾅｲﾀｰ

22土 徳島遠征 吉野川河川敷Ｇ 貸し切りバス移動

23日 徳島遠征 徳島市入田Ｇ 貸し切りバス移動 　

24月 休み 　 　 　 　

25火 休み 　 　 　 　

26水 休み 　 　 期末テスト 　

27木 休み 　 　 期末テスト 　

28金 三島運動公園 　 期末テスト 　

　

　 　

　

　

　

　

9:00～12:00

7:00～18:00 四国7人制大会 7:00東中学校集合（要弁当）

16:00～17:30

19:３0～21:00
16:00～17:30

19:３0～21:00
9:00～17:00

7:30～17:00

9:00～12:00
19:00～21:00

16:00～17:30

19:00～20:30
9:00～12:00

9:00～12:00

16:00～17:30

19:３0～21:00
16:00～17:30

19:３0～21:00

9:00～12:00

7:30～18:00

19:３0～21:00



３月 四国中央市合同チーム練習計画

日 曜日 時　間 場　　所 内　　容 備考 その他

1土 練習試合 北条北中 　

2日 東中 　 　 　

3月 休み 　 　 　

4火 東中 　

5水 三島運動公園 　 　 ﾅｲﾀｰ

6木 東中 　

7金 三島運動公園 　 　 ﾅｲﾀｰ

8土 新田高校 愛媛ジュニア合同 愛媛県指導者会 車

9日 休み 　 　 　 　

10月 休み 　 　 　

11火 東中 　

12水 三島運動公園 　 　 ﾅｲﾀｰ

13木 東中 　

14金 三島運動公園 　 ﾅｲﾀｰ

15土 愛媛ジュニア合同 お別れ会 合同

16日 北条ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 北条ﾗｸﾞﾋﾞｰｶｰﾆﾊﾞﾙ 　 バス

17月 休み 　 　 卒業式 　

18火 東中 　

19水 三島運動公園 　 小学生説明会 ﾅｲﾀｰ

20木 東中 　

21金 新田高校 愛媛ジュニア合同 渡部岡山 車

22土 ﾎﾞｰﾙﾊﾟｰｸ淡路 関西ｽｸｰﾙ新人戦 宿泊 遠征

23日 ﾎﾞｰﾙﾊﾟｰｸ淡路 関西ｽｸｰﾙ新人戦 遠征

24月 休み 　 　 　 　

25火 東中 　 終業式 　

26水 東中 終日練習 弁当・学習用具持参

27木 東中 終日練習 弁当・学習用具持参

28金 東中 　 離任式 　

29土 練習試合 広島ラガー・福岡自彊館中車

30日 三田交流戦 福岡自彊館中 遠征

31月 東中 終日練習 弁当・学習用具持参 　

３月８日（土） 愛媛県ジュニアラグビー指導者会 城西中１５：００

３年生お別れ会 　

中四国ジュニア連盟会 岡山

関西スクール新人戦 淡路

三田ｽｸｰﾙ交流戦 ３年生試合 砥部

9:00～16:00 ｽｶｲﾌｨｰﾙﾄﾞ富郷B

9:00～13:00

16:00～17:30
19:30～21:00

16:00～17:30

19:30～21:00

9:３0～13:00

16:00～17:30

19:30～21:00

16:00～17:30

19:30～21:00

8:３0～15:00 ｽｶｲﾌｨｰﾙﾄﾞ富郷B

7:30～18:00

16:00～17:30

19:30～21:00

16:00～17:30

9:３0～13:00

7:30～
～16:00

14:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

13:00～17:00

８:３0～16:00 ｽｶｲﾌｨｰﾙﾄﾞ富郷B

8:00～15:00 ｽｶｲﾌｨｰﾙﾄﾞ富郷B

9:00～17:00

３月15日（土） 13:00～試合

18:00～ｸﾞﾗﾝﾌｫｰﾚ

３月21日（金）

3月22～23

3月30日（日）



学年 氏　　　名 所属チーム １１日朝 １１日夕 １１日夜 １２日朝 １２日昼 １２日夕 けが等

1 １年 庄司健悟 四国中央市

2１年 宇都宮祐介 四国中央市

3１年 山瀬領太郎 四国中央市

4１年 宮崎　陸 四国中央市

5１年 岸　智仁 四国中央市  

6 １年 渡部　勝登 愛媛ジュニア  

7 １年 石川　真 城西中
8 定岡駿介 四国中央市

9 村上海誠 四国中央市

10 佐々木洋輔 四国中央市

11 森川創一郎 四国中央市

12 藤田大毅 四国中央市

13 石川健太 四国中央市

14 宇田　悟 四国中央市

15 鎌倉　悠 四国中央市

16 佐々木大望 四国中央市

17 宮崎滉平 四国中央市

18 渡部　豪 四国中央市

19 忽那　鐘太 城西中
20 竹嶋　宏輔 城西中
21 有延　颯 城西中
22 鎌田　拓馬 城西中
23 沖　勇槻 城西中
24 宇都宮裕史 城西中
25 古茂田大智 城西中
26 栗田　大睴 城西中
27 小西　諒 城西中
28 林　尚宣 城西中
29 林　尚幸 城西中
30 芳野　健三 城西中
31 林　航希 城西中
32 西岡　平 愛媛ジュニア
33 佐伯　啓太 愛媛ジュニア
34 金子　秀幸 愛媛ジュニア
35 魚住　凌雅 愛媛ジュニア
36 村上　　翔 愛媛ジュニア
37 安藤　佑馬 愛媛ジュニア
38 三好　茂長 愛媛ジュニア
39

40

指導者 小川　　敏

田辺　裕司

渡部振一郎

渡部　哲史

続木　義晴

2年

2年

2年

2年

2年

2年

2年

2年

2年

2年

2年

2年

2年

2年

2年

2年

2年

2年

2年

2年

2年

2年

2年

2年

2年

2年

2年

2年

2年

2年

2年

団長　　　Aﾁｰﾑ監督（バックス）

副団長　　Bﾁｰﾑ監督（バックス）

事務局　　Aﾁｰﾑｺｰﾁ(ﾌｫﾜｰﾄﾞ）

会計　　　Bﾁｰﾑｺｰﾁ(ﾌｫﾜｰﾄﾞ）

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ・ﾒﾃﾞｨｶﾙ　Aﾁｰﾑ担当(バックス）
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