
月間練習計画表

１２月練習計画・試合日程

月 日 曜日 学校行事 ラグビー部行事

1

会　　　  場 時　間 備　　　　考 移　　動

3 月 期末考査① 練習 学校 11:30

4 火 期末考査② 練習 学校 11:30

5 水 期末考査③ 練習 学校 11:30

6 木 期末考査④ 練習 学校 11:30

7 金 期末考査⑤, 消火訓練 練習 三島運動公園(G) 14:00 A,B面(C,D面はグランドゴルフ) 12:30終了

8 土 強化合宿(第８回西条ラグビーフェスタ)
東予運動公園
パシフィックホテル泊

8:00出発
11:00 坂出工, 14:55 高知中央
15:45 貞光工

三高バス

9 日 強化合宿(第８回西条ラグビーフェスタ) 東予運動公園
16:00発
17:00解散

10:35 高知中央, 14:20 松山工
15:10 貞光工

迎え保護者車

39名16:00

10 月 クラスマッチ① OFF

11 火 クラスマッチ② 練習 学校 16:00

12 水 漢字テスト17, 水①～⑥ ナイター練習 三島運動公園 18:30

13 木 木①～⑥ 練習 学校 16:00

14 金 金①～⑤,非行防止教室 ナイター練習 三島運動公園 18:30

15 土 土曜補習(1,2年) 練習 SF富郷A面 12:30出発 三高バス

16 日 全商英語検定 東予地区新人大会　練習 東予運動公園 8:30出発
11:00 対 合同
12:30 セブンズ,　 14:00～練習

三高バス

17 月 月①～⑥,朝読 OFF

18 火 火①②  三者面談 練習 学校 14:00

19 水 火③④⑤ 合同練習 三島運動公園(G) 14:00
A,B面(C,D面はグランドゴルフ)
貞光工14:00

20 木 終業式, HR
合同練習
県新人大会抽選会(16:30 松工) 三島運動公園 12:00

全面
貞光工14:00

21 金 補習①・交流学習会 ナイター練習　　交流学習会ボランティア 三島運動公園 18:30

22 土 　補講(3年) 直前強化合宿 石見智翠館高校
宿舎未定

8:00出発 石見智翠館,萩商工　合同練習 西讃観光バス

23 日 天皇誕生日 直前強化合宿 石見智翠館高校 21:00解散 石見智翠館,萩商工　合同練習 西讃観光バス

24 月 振替休日 練習 学校 13:00

14:00

25 火 補習② 練習 学校 15:00

西讃観光バス

27 木 補習④ 開会式　・　練習 近畿大学G 14:00 10:30 開会式  14:00 練習 西讃観光バス

26

28 金 １回戦 大阪近鉄花園R(Ⅰ)

監督・主将 6:30 JRで出発
本隊 8:00 バスで出発水 補習③ 出発　・　練習

近畿大学G
アークホテル泊

12:30 対 東京 西讃観光バス

29 土 練習 近畿大学G 10:00 西讃観光バス

30 日 2回戦 大阪近鉄花園R(Ⅲ)

2 水 OFF

11:00 9:00 対 御所実業 西讃観光バス

31 月 OFF

1 火 元日 初蹴り(OB戦) 11:00 13:00～
四国中央市協会行事

3 木 花園準々決勝観戦　　　　    　　OFF 大阪近鉄花園R 6:00 保護者会行事

4 金 河合塾プレテスト 練習 三島運動公園 12:00 全面

5 土 河合塾プレテスト 練習試合 SF富郷A面 12:00 13:00 関西 三高バス

6 日 練習試合 SF富郷A面 12:00 未定 三高バス

学校 16:30

7 月 OFF

四国新人大会 1回戦(2/16 高知 春野), 決勝(2/17 高知 春野)

四国セブンズ大会 3/16,17 (久万高原町)

久万高原町長杯

8 火 始業式・課題テスト
身だしなみ指導

12

補習⑤

3/22～3/25 (久万高原町) 愛媛選抜, 愛媛U16で出場

全国選抜大会 3/31～4/7 (熊谷)

公

式

戦

県新人大会 1回戦(1/14西条 ひうち), 2回戦(1/20松山 県運球), 準決勝(1/27松山 県運球), 決勝(2/3 松山 県運球)

県セブンズ大会 2/10 (松山 県運球)

1

9 水 練習 学校 16:00

練習


