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対象学年 適用 場所
他学年
参加 備考 トレセン 他

練習 旧十中 OP

フレンドリー
光が丘

支援センター
試合

4年 フレンドリー
練馬区立

旭丘小学校
試合

3年 練習 旧十中 OP

2年 練習 旧十中 OP

1年 フレンドリー
練馬区立

高松小学校
試合

園児 未定 未定

6～4年 練習 明豊中 OP

3年 フレンドリー
品川区立

八潮学園小
試合

2/1年 練習 明豊中 OP

園児 練習 明豊中 OP

6～4年 練習 旧十中 OP

3～1年 練習 平和小 OP

園児 練習 平和小 OP

6/5年 練習 旧十中 OP

4/3年 練習 明豊中 OP

2/1年 練習 平和小 OP

園児 練習 平和小 OP

6/5年 未定 未定

4/3年 未定 未定

2/1年 未定 未定

園児 未定 未定

6/5年 未定 未定

4/3年 未定 未定

2/1年 練習 千早小 OP

園児 未定 未定

9/8 (土)

12：00～14：00
椎名町・長崎・池袋第三・
千早・富士見台・小竹・

旭丘・開進第四小
(土曜授業)

5・6年トレセン
14：00～17：00/南長崎SP

11：00～13：00

11：00～13：00

17：00～19：00　（練馬FC/その他）

9/2 (日)

10：00～12：00

8：00～10：00

8：00～10：00

13：30～17：00　（FCムサシ)

12：00～15：00　（中村SSC)
6/5年

NPO法人 豊島サッカークラブ 「会員の心得」をご家庭で児童にご指導下さい

月日(曜日） 時間・特記事項

9/1 (土)
要小

(土曜授業)

8：00～10：00

未定

黒文字は決定。青文字は未定。緑文字は予定。赤文字は変更/訂正。（F）はフレンドリー。

＜他学年参加＞Open…参加可能。　Close…学年固定。　ただし、同時間帯は所属学年優先のこと。

未定

11：00～13：00

13：00～17：00

10：00～12：00

10：00～12：00

9/15 (土)

未定

高松・さくら・板橋第五・
板橋第十・向原小

(土曜授業)

5年トレセン
13：30～16：30/南長崎SP

未定

未定

未定

9/9 (日)

16：00～18：00

11：00～13：00

「予定」10：00～12：00　※ただし、9/8のテニス部によって

9/16 (日)

未定

未定

8：00～10：00（半面）



6～4年 練習 旧十中 OP

3年 練習 明豊中 OP

2年
第1回

小石川カップ
江戸川区立

平井南小学校
試合

1年 練習 明豊中 OP

園児 練習 明豊中 OP

6/5年 練習 千川中 CLOS

4/3年 練習 旧十中 OP

2/1年 練習 平和小 OP

園児 練習 平和小 OP

6/5年 未定 未定

4/3年 未定 未定

2/1年 未定 未定

園児 未定 未定

6年
6BLK

三井リハウス
新荒川大橋 試合

5～3年 練習 明豊中 OP

2/1年
園児

練習 明豊中 OP

6～3年 練習 旧十中 OP

2/1年 未定 未定

園児 未定 未定

6/5年 未定 未定

4/3年 未定 未定

2/1年 練習 千早小 OP

園児
ユニクロ

サッカーキッズ
西武ドーム 試合

未定

2018年度・10月以降

未定

未定

未定
9/23 (日)

15：30～17：00　　※「予定」2年、千川中にて豊島区リーグの可能性あり。

16：00～18：00

未定

未定

9/29

9/17
(月
祝)

10：00～12：00

10：00～12：00

10：00～12：00

9：00～16：50

16：00～18：00

9/30 (日)

未定

未定

8：00～10：00(半面)

「予定」抽選結果待ち

9/22 (土)

9：00～12：30　（千川中合同練習）

6年トレセン
14：00～17：00/南長崎SP

8：00～10：00

11：00～13：00

(土)

さくら・要・南池袋・板橋第五・
小竹・開進第四・筑波小

大山西町保育園
(運動会)

12：50～13：25 vsFC北前野/14：10～14：45 vsときわ台SC

15：30～18：009/24
(月
祝)

11：00～13：00


