
月月月月 火火火火 水水水水 木木木木 金金金金 土土土土 日日日日

1111 1111 1111 2222 3333 4444 5555

6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212

13131313 14141414 15151515 16161616 17171717 18181818 19191919

20202020 21212121 22222222 23232323 24242424 25252525 26262626

27272727 28282828 29292929 30303030 31313131

Ｆテニス＝体育コース以外　　Ｔテニス＝体育コース

※　予定なので確実ではありません。問い合わせてください。※　予定なので確実ではありません。問い合わせてください。※　予定なので確実ではありません。問い合わせてください。※　予定なので確実ではありません。問い合わせてください。

男ハンド9-18      弓道10-16

Fテニ9-12　　　　Ｔテニス9-

15　男バレ13-18　　　男バス

9-14　剣道10-12　　　　　 陸

上9-　卓球10-16　　　　女バ

ス14-　体操9-13

男ハンド9-18　　Ｔテニス9-

15　女バレ13-18　　男バス

9-14　女バス14-　　　　  体

操9-13

弓道10-16        Fテニス9-

12　Ｔテニ9-15　      男バ

ス9-14　ラグビ12-15

駅伝10-12　男バド13-16

女バス10-

男ハンド9-18      弓道10-

16 Fテニス9-12　  Ｔテニス

9-15　男バス9-14　      ラ

グビ9-12　陸上9-

卓球10-16　女バス10-

男ハンド9-18 　　 弓道10-16

Fテニス9-12　　Ｔテニス9-15

女バレ13-18　　 男バス9-14

陸上9-　             駅伝10-

12　女バド13-16　     卓球

10-16　体操9-10

男ハンド9-18      弓道10-

16 Fテニス9-12　   Ｔテニ

ス9-15　女バレ13-18

男バス9-14　陸上9-

女バド13-16

男ハンド9-18     弓道10-

16　Fテニス9-12　　 男バレ

13-18　男バス9-14　　  ラ

グビ9-12　陸上9-

男バド13-16　卓球9-16

体操9-13

男ハンド9-18　　　　弓道10-16

Fテニス9-12 　　　女バレ13-

18　男バス9-14　　　　　水泳

9-12　　ラグビ12-15　　　　　陸

上9-　　　卓球9-16

女バス14-　体操9-13

ゴルフ13-15 　　男ハンド9-

15 弓道10-16　　　　男バス

9-14　ラグビ9-12　　　　駅

伝10-12　男バド13-16

卓球9-16 　女バス14-

体操9-13

弓道10-16 　　　Fテニス9-

12　Ｔテニス9-15　　男バレ

13-18　男バス9-14

陸上9-　　女バド13-16

卓球10-16　体操9-13

ゴルフ17          男ハンド9-

15　Ｔテニス9-15        弓道

10-16　男バス9-14

ラグビ9-13　卓球10-16

女バス10-

ゴルフは校外（藤沢ジャンボ）練習です。ゴルフは校外（藤沢ジャンボ）練習です。ゴルフは校外（藤沢ジャンボ）練習です。ゴルフは校外（藤沢ジャンボ）練習です。

２０１５年７月　部活予定表   運動部



月月月月 火火火火 水水水水 木木木木 金金金金 土土土土 日日日日

8月31日 9月1日 1111 2222

3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999

10101010 11111111 12121212 13131313 14141414 15151515 16161616

17171717 18181818 19191919 20202020 21212121 22222222 23232323

24242424 25252525 26262626 27272727 28282828 29292929 30303030

フット＝フットサル

Ｆテニス＝体育コース以外　　Ｔテニス＝体育コース

男バス9-14

ラグビ12-15

女バス14-

体操9-13

男ハンド9-15

男バス9-14

野球8-18

女バス9-

男ハンド9-15

男女バレ13-22

野球8-18

女バス9-

ゴルフ17-

男女バレ6-22

女バス9-

Fテニス9-12　   Ｔテニス9-

15　女バレ13-18    　男バ

ス9-14　ラグビ12-15

陸上9-　ダンス9-12

女バド13-16　卓球10-16

男ハンド9-15      Fテニス9-12

男バス9-14　         野球8-16

剣道10-12　          水泳9-12

ラグビ12-15　        駅伝9-12

ダンス9-12　        男バド13-

16　女バス14-           　体操

9-13

Fテニス9-12 　　　　フット9-

13　男女バレ13-　　　男バ

ス9-14　水泳9-12

陸上9-　ダンス9-12

卓球915-16　体操9-13

※　予定なので確実ではありません。問い合わせてください。※　予定なので確実ではありません。問い合わせてください。※　予定なので確実ではありません。問い合わせてください。※　予定なので確実ではありません。問い合わせてください。

弓道10-16 　　　Fテニス9-12

フット13-17　　　男バレ13-18

男バス9-14　　　ラグビ12-15

陸上9-　　　　　　ダンス9-12

卓球10-16　　　　女バス14-

体操9-13

ゴルフ17-    男ハンド9-

15 弓道10-16　   男バス

9-14　ラグビ12-15

陸上9-　ダンス9-12

男バド13-16　　卓球10-

16　     体操9-13

男ハンド9-15 　　　弓道10-

16 Fテニス9-12　　男バレ

13-18　男バス9-14　　　ラ

グビ12-15　ダンス9-12

卓球10-16　女バス14-

男ハンド9-15 　　　弓道10-

16 Fテニス9-12　　　男バ

ス9-14　ラグビ12-15

陸上9-　女バド13-16

女バス9-　体操9-13

ゴルフは校外（藤沢ジャンボ）練習です。ゴルフは校外（藤沢ジャンボ）練習です。ゴルフは校外（藤沢ジャンボ）練習です。ゴルフは校外（藤沢ジャンボ）練習です。

弓道10-16　　　 Fテニス9-

12　男バス9-14　　　　 水

泳9-12　ダンス9-12　　　女

バド13-16　卓球10-16

女バス14-

弓道10-16 　　　Fテニス9-

12　男バス9-14　　　 ダン

ス9-12　男バド13-16

卓球10-16　体操9-13

男バス9-14

サッカ9-11

ダンス9-12

男バド13-16

女バス14-

２０１５年８月　部活予定表   運動部

男ハンド9-15     Fテニス9-

12　Ｔテニス9-15　   男バレ

13-18　男バス9-14　     陸

上9-

男バス9-14

卓球10-16

体操9-13

男ハンド9-18　  Ｔテニス9-

15　男女バレ13-18 　男バ

ス9-14　ラグビ12-15

卓球10-16

男バス9-14　            陸上

9-　ダンス9-12　     男バド

13-16　女バス14-

サッカ13-15

陸上9-

女バス9-

女バス9-

ラグビ12-15 Ｔテニス9-15

男バス9-14

ラグビ12-15

女バス14-

女ハンド9-12

Ｔテニス9-15

男バス9-14

ラグビ12-15

卓球10-16　　　女バス

14-

ゴルフ17-　　　　Ｔテニス9-

15　男バレ13-18　　　男バ

ス9-14　ラグ12-15

ダンス9-12　女バド13-16

卓球10-16　女バス14-

男バス9-14

野球8-18

女バス9-

Ｔテニス9-15　　　男バス9-

14　ラグビ12-15　　　 ダン

ス9-12　卓球10-16

体操9-13

男バレ13-18　　　男バス9-

14　水泳9-12　　　　　　ラグ

12-15　卓球10-16

女バス14-　体操9-13

男バレ13-18　　　男バス9-

14　サッカ9-12　　　　ラグ

ビ12-15　卓球10-16

女バス14-　体操9-13

男ハンド9-15

男バス9-14

男ハンド9-15

女ハンド9-13

男バス9-14

体操9-13

男女バレ6-13

陸上9-

女バス9-


