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土 日 土 日 土 日 月　祝 火　祝 土 日

予定 練習 練習 練習 U-12リーグ第5節 練習 練習 練習

時間 10：00～12：00 15：00～17：00 10：00～12：00 15：00～17：00 10：00～12：00 15：00～17：00

場所 中根小 中根小 中根小 中根小 中根小 中根小

備考

予定 練習 練習 練習 U-12リーグ第5節 練習 エターナルCUP エターナルCUP 練習 練習

時間 9：00～11：00 14：00～16：00 9：00～11：00 14：00～16：00 終日 終日 9：00～11：00 14：00～16：00

場所 中根小 中根小 中根小 中根小 ﾀｽﾊﾟｼﾞｬﾊﾟﾝﾐｰﾄﾊﾟｰｸ ﾀｽﾊﾟｼﾞｬﾊﾟﾝﾐｰﾄﾊﾟｰｸ 中根小 中根小

備考

予定 練習 練習 練習 練習 TM 練習 練習 練習

時間 8：00～10：00 13：00～15：00 8：00～10：00 13：00～15：00 9：00～16：00 8：00～12：00 8：00～10：00 13：00～15：00

場所 中根小 中根小 中根小 中根小 交流戦 女化グランド 女化グランド 中根小 中根小

備考 AM （ICL予選）

予定 練習 練習 練習 練習 女化グランド TM 練習 練習 練習

時間 10：00～12：00 15：00～17：00 10：00～12：00 15：00～17：00 9：00～13：00 10：00～12：00 10：00～12：00 13：00～15：00

場所 中根小 中根小 中根小 中根小 女化グランド 女化グランド 中根小 中根小

備考

予定 練習 練習 練習 練習 練習（クーバー） TM or 練習 練習 練習

時間 8：00～10：00 13：00～15：00 8：00～10：00 13：00～15：00 15：00～17：00 9：00～12：00 8：00～10：00 13：00～15：00

場所 中根小 中根小 中根小 中根小 ジョガ 女化グランド 中根小 中根小

備考

予定 練習 練習 練習 練習 練習(クーバー） TM or 練習 練習 練習

時間 8：00～10：00 13：00～15：00 8：00～10：00 13：00～15：00 13：00～15：00 9：00～12：00 8：00～10：00 13：00～15：00

場所 中根小 中根小 中根小 中根小 ジョガ 女化グランド 中根小 中根小

備考

予定 コーチ会議
父母会

レクレーション

時間 18:00

場所 のびのび館
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2020年8月の試合結果

学年 日付 曜日 試合名（チーム） 会場 試合結果 順位等

2020年9月の目標

1年生

2年生

3年生

積極的にボールにさわろう！

1 vs 1　で負けないように体を入れる動きを身に着けよう！

止める。運ぶ。蹴る。浮き球も！基礎を徹底して練習しよう。試合を、必ずもっと楽しめるから。

しっかり止める！蹴る！走る！苦手な足を積極的に使っていこう。

U10茨城チャンピオン大会（仮想学年別大会）で今までの練習の成果を発揮しよう！

3

4年生

6年生

5年生 攻撃時は味方と連動して、積極的にギャップ(スペース)を作り出してみよう！
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引き続き新団員の入団を受付しています。

コロナウィルス対策として
・体温管理表を使って毎日の体調変化を記録しましょう。
・練習が再開された時には、体調管理表を持ってきてコーチに提出してください。

1年　 宇野　日葵 （うの　ひより）
杉本　朔太郎 （すぎもと　さくたろう）

1年　 日裏 雄史 岩仲　周平
本村　貴規 杉本　大
古関　一則 梶山　剛志
髙橋　史幸 大石　義倫
宇野　雄一郎

　○ 団員の持物管理について(氏名記入のお願い)
・持ち物に名前があればすぐ返却できます。必ずお名前をご記入ください。
・忘れ物は団の倉庫に保管してますので、心当たりがある人はコーチまで連絡してください。

   ○ 駐車場について
・土曜日は、児童クラブ開校のため、校舎と体育館の間は車両進入禁止になっています。注意してください。
＊駐車場は、グランド下の砂利、および体育館裏も使用可能です。　

　○ 自転車の施錠と駐輪について　　　　　　　　　　　
・自転車のカギのいたずらが多くなっています。必ずカギをかけて、カバンにしまうようにしましょう。

　 ・中根小で自転車の盗難にあわないよう、練習時も自転車に施錠しておくことをご指導願います。

　○ 体調管理について　　　　　　　　　　　
・外から帰ったら手洗いとうがいを忘れずに！
※　練習中に雨が降る場合があります。曇りでもタオルを持参するようお願いします。

　○ 団員家族スポーツ保険加入のご案内　　　　　　　　　
コーチ及び団員全員が加入しておりますスポーツ保険は、団員の家族も加入できます。
・保険内容⇒例）試合の応援でボールが当たりケガをした、応援に行った際の交通事故

　　　　　　　　　・掛け金　⇒年　８００円／1人（団員および団員家族の子供、団員家族の大人）

  ○学校敷地内における禁煙について
・学校敷地内は完全禁煙（駐車場に駐車中の車内を含む）です。
　これからもグランドの利用を続けていくためにも、ご協力お願いします。

★問い合わせは  コーチ会長　坂本(孝) (5学年）
または、 保険担当：成田（6学年）

連絡事項

新入団員

　　　　　　　　　　バスに同乗して応援に行った時の事故、送迎での事故、活動準備及び片付けでの事故等

・中央昇降口と西昇降口の間（1-3教室～1-6教室前）の道路に自転車を駐輪しても良い事になりました。
　駐輪する際はきちんと並べてとめる様にして下さい。鍵も忘れずに掛けるようにして下さい。
　また、活動中は全ての門を閉めますので、学校の出入りの際、門は必ず閉めるようにして下さい。

新コーチ
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