平成 30 年度 京都ＤＣ

１０月練習予定

連絡事項
・自分の所属するカテゴリーを確認のうえ、練習会に来てください。
・空欄のところは、日時・場所が確定し次第、ホームページにアップしていきます。
・練習会に参加費 500 円を持参してください。月に 2 回以上実施するカテゴリーについては、月初めの練習
会で参加費を払うだけで良いです。
（参加費は 1 か月 500 円）
・この１０月の練習会で、メンバーの追加募集、入れ替えのトライアウトを行うカテゴリーについては、
「ト
ライアウト」と明記します。
・トライアウトに参加を希望する選手は、
①参加希望確認書を事前に上京中四方に提出（トライアウト実施日の 1 週間前までに）
②練習会時に「参加費」
「保険代」
「同意書」をスタッフに提出、 してください。
・トライアウトの結果も、順次、ホームページにて発表しますので、ご確認ください。
・練習会場への保護者の車の乗り入れはできません。ご理解ご協力をお願いします。

府ＤＣ（男女）
カテゴリー

日時
10 月 20 日（土）

府Ｕ１５ 男子

13：00～17：00
「U15 府交流会」

場所
亀岡市立詳徳中学校
開場 １２：３０

問い合わせ先
上村(二条中) 075-821-1196

①10 月 15 日（月）
18：30～20：30
府Ｕ１４ 男子

②10 月 20 日（土）
時間未定

①③京都市立二条中学校
②場所未定

冨田(勝山中) 075-921-1106

③10 月 22 日（月）
18：30～20：30
府Ｕ１３ 男子

10 月 20 日（土）
9：00～12：30

京都市立伏見中学校

高田(伏見中)

075-611-5161

①10 月 17 日（水）
18：30～20：30
府Ｕ１５ 女子

②10 月 20 日（土）
9：00～13：00

①京都市立桃山中学校
②園部市立園部中学校

四方(上京中) 075－431－8151

＊８：３０現地集合

「U15 府交流会」
①10 月 24 日（水）
府Ｕ１４ 女子

18：30～20：30
②10 月 31 日（水）

京都市立西ノ京中学校

大原(西ノ京) 075-802-3365

京丹波町立蒲生野中学校

三觜(蒲生野中) 0771-82-1108

18：30～20：30
府Ｕ１３ 女子

10 月 20 日（土）
13：30～17：00

地区ＤＣ（男子）
カテゴリー

日時
10 月 20 日（土）

府北Ｕ１５ 男子

13：00～17：00
「U15 府交流会」
10 月 20 日（土）

府南Ｕ１５ 男子

13：00～17：00
「U15 府交流会」

丹後Ｕ１４ 男子

丹後Ｕ１３ 男子

10 月 14 日（日）
9：00～12：00
10 月 14 日（日）
9：00～12：00
①１０月２３日（火）

場所

問い合わせ先

亀岡市立詳徳中学校

福知山市立大江中学校

開場 １２：３０

西山俊樹(0773-56-0038)

亀岡市立詳徳中学校

京田辺市立大住中学校(0774-62-8889)

開場 １２：３０

藤本陽一

大宮社会体育館

長谷川（久美浜中）0772-82-0079

大宮社会体育館

吉岡（宮津中）0772-22-4305

①綾部中学校

19：00～20：30
中丹Ｕ１４ 男子

【トライアウト】
②１０月２５日（木）

杉山（日新中）0773-27-3520
②綾部中学校

19：00～20：30
①１０月２３日（火）

①綾部中学校

19：00～20：30
中丹Ｕ１３ 男子

【トライアウト】
②１０月２５日（木）

浅尾（六人部中）0773-27-3224
②綾部中学校

19：00～20：30
10 月 8 日（月）
口丹Ｕ１４ 男子

9：00～12：00

亀岡市立南桑中学校

「トライアウト」
10 月 8 日（月）
口丹Ｕ１３ 男子

9：00～12：00

亀岡市立南桑中学校

「トライアウト」
10 月 14 日（日）
山城Ｕ１４ 男子

9:00～13:00

南丹市立園部中学校
梅垣宏祐（０７７１－６２－０２２２）
亀岡市立大成中学校
金田智彦（０７７１－２４－６８５８）
西川(精華中) 0774-94-2013

精華町立精華中学校

「トライアウト」

※各自リバーシブル(ユニフォーム)を
持参してください。

山城Ｕ１３ 男子

10 月 20 日(土)
13：00～17：00

向日市立寺戸中学校

橋本(寺戸中) 075-934-5311

京都市Ｕ１４ 男子

10 月 20 日(土)
9：00～12：00

京都市立桃陵中学校

青野（中京中）075-801-3266

京都市Ｕ１３ 男子

10 月 30 日(火)
18：30～20：30

京都市立桂中学校

京都市立旭丘中学校
柴田 雅史(075-492-1330)

地区ＤＣ（女子）
カテゴリー

日時
10 月 20 日（土）

府北Ｕ１５ 女子

9：00～13：00
「U15 府交流会」
10 月 20 日（土）

府南Ｕ１５ 女子

9：00～13：00
「U15 府交流会」

場所
園部市立園部中学校
＊８：３０現地集合
園部市立園部中学校
＊８：３０現地集合

問い合わせ先
塩見（日新中）0773-27-3520

板垣（精華西中）0774-95-3700

丹後Ｕ１４ 女子

10 月 20 日（土）
14:00～17:00

会場未定

宮前（宮津中）0772-22-4305

丹後Ｕ１３ 女子

10 月 20 日（土）
14:00～17:00

会場未定

宮前（宮津中）0772-22-4305

中丹Ｕ１４ 女子

中丹Ｕ１３ 女子

①10 月 17 日（水）
19：00～20：30
「トライアウト」
②10 月 29 日（月）
19：00～20：30
③10 月 31 日（水）
19：00～20：30
①10 月 17 日（水）
19：00～20：30
「トライアウト」
②10 月 29 日（月）
19：00～20：30
③10 月 31 日（水）
19：00～20：30

口丹Ｕ１４ 女子

①10 月 10 日(水)
18：00～20：00
②10 月 17 日(水)
18：00～20：00
③10 月 20 日(土)
8：00～12：00
④10 月 24 日(水)
18：00～20：00

口丹Ｕ１３ 女子

①10 月 10 日(水)
18：00～20：00
②10 月 17 日(水)
18：00～20：00
③10 月 20 日(土)
8：00～12：00
④10 月 24 日(水)
18：00～20：00

山城Ｕ１４ 女子

山城Ｕ１３ 女子

①10 月 13 日(土)
9：00～13：00
②10 月 21 日(日)
8：45～13：00
10 月 21 日(日)
9：00～12：00

① 綾部中学校
②③六人部中学校

兼元（日新中）0773-27-3520

① 綾部中学校
②③六人部中学校

①②③④ともに
亀岡市立南桑中学校

①②③④ともに
亀岡市立南桑中学校
③は京都市 U-13 と練習
試合

森（六人部中）0773-27-3224

亀岡川東学園 池田
０７７１－２２－０６７９

詳徳中学校 二又
０７７１－２３－９３９３

① 木津中学校
金田（木津中）0774-72-0007
②牧野高校（大阪）

久御山中学校

中村（久御山中）075-631-7207

京都市Ｕ１４ 女子

10 月 25 日(木)
18：30～20：30

桃山中学校

杉島（桃山中）075-611-0268

亀岡市立南桑中学校

谷口（西京極中）
075－315－1531

10 月 20 日（土）
京都市Ｕ１３ 女子

9：00～12：00
口丹 DC と練習試合

