
練馬区立開進第四中学校
教室 教室

7/20 土 練習12:30～ 練習試合8:00～ 練習１３：００～
都大会開会式
　　　（奥戸球場）

練習試合8:00～13:00
VS清瀬

学校（１５：００～） ８：３０～１２：００ 7/20 土

7/21 日
夏季休業日（始）
臨海学校（始）

オフ 練習試合8:00～ 練習試合１３：００～
都大会1回戦
　　（三鷹大沢グランド）

オフ 休み 7/21 日

7/22 月 三者面談(3)（始） オフ 都大会 練習試合１３：００～ 8：００～１1：００ 都大会 都大会2回戦 オフ 学校(15:00～） ８：３０～１２：００ 上　田 7/22 月

7/23 火 練習12:30～ 休み 練習１３：００～ 8：００～１1：００ 練習8:30～ 未定（オフ） オフ 学校（１５：００～） ８：３０～１２：００ 10:00～16:30 矢　部 7/23 火

7/24 水 臨海学校（終） オフ 練習15:30～ 練習試合９：００～ 練習8:30～ 未定（オフ） オフ 学校（１５：００～）
練馬文化ホール練習
１０：００～１８：００

西　山 7/24 水

7/25 木 練習12:30～ 練習8:00～ 練習９：００～ 練習8:30～ 練習　8:00～ 練習8～12時 学校（１５：００～） 辻 7/25 木

7/26 金 練習8:00～ 練習13:00～ 練習１３：００～ 練習8:30～
練習試合　7:00～
　　　　城北、成城

未定 学校（１５：００～） ８：３０～１２：００ 10:00～16:30 仲町小お祭り 大西 7/26 金

7/27 土 練習試合12:30～ 練習8:00～ 練習９：００～
遠征　軟連予選リーグ
　　　　　（於：中村中）

オフ 全日本通信陸上競技東京大会 ８：３０～１２：００ 7/27 土

7/28 日 練習試合8:00～ 休み 練習試合１３：００～ 練習　8:00～
練習試合8:00～12:30
VS大泉二中

全日本通信陸上競技東京大会 7/28 日

7/29 月 練習12:30～ 練習8:00～ お休み 練習8:30～ オフ 8時～12時 休み ８：３０～１２：００ 9:00～16:00 長　田 7/29 月

7/30 火 練習8:00～
練習試合8:00～
南千住第二へ

練習試合１３：００～ 練習8:30～ 練習　8:00～ 8時～12時 学校（15:00～） ８：３０～１２：００ 9:00～16:00 10:00～16:30 荻　野 7/30 火

7/31 水 練習12:30～ 練習8:00～ 練習９：００～ 練習8:30～ 練習　8:00～ オフ 練馬プレ練習大会
和光文化ホール練習
７：３０～１３：００

十　一 7/31 水

8/1 木 林間学校（始） 林間学校（合宿） 林間学校（合宿） 練習試合１３：００～ 練習8:30～ 林間学校（合宿） 8時～12時 豊島区夏季大会 （９：００～１２：００） 十　一 8/1 木

8/2 金 林間学校（合宿） 林間学校（合宿） 練習試合１３：００～ ９：００～１２：００ 練習8:30～ 林間学校（合宿） 8時～12時 休み ８：３０～１２：００ 10:00～16:30 油　井 8/2 金

8/3 土 林間学校（合宿） 林間学校（合宿） 練習試合１３：００～ ９：００～１２：００ 林間学校（合宿）
練習試合１２:００～１７:００
VS深川３中

城北公園（8:00～12:00） 8/3 土

8/4 日 林間学校（終） 林間学校（合宿） 林間学校（合宿） 練習試合１３：００～ 林間学校（合宿）
練習試合９：００～１２：００
VS光が丘三　(会場)

休み
アリーナ８：３０～１２：０
０

8/4 日

8/5 月 オフ 練習8:00～ お休み １３：００～１６：００ オフ 8時～12時 学校（15:00～） ９：００～１６：００ 田中（伊） 8/5 月

8/6 火 練習8:00～（女子） 練習8:00～ 練習１３：００～ １３：００～１６：００
練習試合　7:00～
　　　　武蔵

8時～12時 学校（１２：００～） ８：３０～１５：００ 丸　高 8/6 火

8/7 水 練習12:30～（男子） 休み 練習試合９：００～ １３：００～１６：００ 練習　8:00～
練習試合１３:００～
VS深川５中

学校（１５：００～） ８：３０～１５：００ 額　賀 8/7 水

8/8 木 練習8:00～（女子） 練習試合8:00～ お休み １３：００～１６：００ シード権大会　7:00～ 未定 城北公園（８:00～12:00）or応援 ８：３０～１５：００ 仲　田 8/8 木

8/9 金 練習12:30～（男子） 練習試合8:00～ お休み １３：００～１６：００ シード権大会予備日 未定 城北公園（８:00～12:00）or応援
コンクール　府中の森
６：００～１７：００

10:00～16:30 吉　村 8/9 金

8/10 土
練習試合12:30～（男
子）

休み 練習試合１３：００～ オフ オフ 休み 8/10 土

8/11 日 山の日 オフ 休み 練習試合９：００～ オフ オフ 休み 8/11 日

8/12 月 振替休日 オフ 休み 北区練習会９：００～ オフ オフ 休み 8/12 月

8/13 火 閉庁日 オフ 休み お休み オフ オフ 休み 火

8/14 水 閉庁日 オフ 休み お休み オフ オフ 休み 水

8/15 木 閉庁日 オフ 休み お休み オフ オフ 休み 木

8/16 金
練習試合12:30～（男
子）

練習8:00～ 練習試合１３：００～
練習試合　7:00～
　　　北町、

宿題チェック兼ミーティ
ング

未定（学校15:00～） 阿久津 8/16 金

8/17 土 練習12:30～ 練習試合8:00～ 練習９：００～ 練習　8:00～ 8時～12時 未定（学校15:00～） 8/17 土

8/18 日 練習8:00～ 練習8:00～ 練習試合１３：００～ 練習　8:00～
練習試合9時～14時
VS上石神井、中野東

城北公園（8:00～12:00） 8/18 日

8/19 月 練習試合8:00～ 練習試合13:00～
区民大会シングルスの
部

練習8:30～ 練習　8:00～ 8時～12時 学校（１５：００～） 上　田 8/19 月

8/20 火 練習8:00～ 練習8:00～ 練習９：００～ 練習8:30～ 練習　8:00～ 8時～12時 学校（１５：００～） 大　西 8/20 火

8/21 水 練習8:00～ 未定 練習試合９：００～ 練習8:30～
練習試合　7:00～
　　　　石神井東、南葛
西

オフ 学校（１５：００～） 磯　部 8/21 水

8/22 木 学力補充教室 練習11:00～ 練習13:00～ 区民大会ダブルスの部 練習13:00～ 桜台地区大会　7:00～ 14時～ 城北公園（８:00～12:00） １４：００～１７：００ 矢　部 8/22 木

8/23 金 学力補充教室 練習試合12:30～ 夏季研修大会 お休み 練習13:00～ 桜台地区大会予備日 14時～ 学校（１５：００～） 小　野 8/23 金

8/24 土 区民大会（女子） 練習8:00～ 練習試合９：００～ 桜台地区大会　7:00～ オフ 城北公園（８:00～12:00） ９:００～１２：００（遊遊） 8/24 土

8/25 日 区民大会（男子） 未定 お休み 練習　8:00～ 8時～12時 オフ 8/25 日

8/26 月 学力補充教室 オフ 練習14:00～ 練習１４：００～ １1：００～１4：００ 練習13:00～ オフ 14時～ 練馬区陸上競技場プレ大会
仲町小マーチング指導
９：００～１３：００

岩　下 8/26 月

8/27 火 学力補充教室 未定 夏季研修大会 練習試合９：００～ 練習13:00～ 遠征　石神井西 桜台カップ 学校（１５：００～）
１３：００～１６：００
（遊遊）

10:00～16:30 坂　田 8/27 火

8/28 水 学力補充教室 練習11:00～ 練習14:00～ 練習１４：００～ １1：００～１4：００ 練習13:00～ 練習　8:00～ 練習試合ｖｓ早大学院 学校（１５：００～）
１３：００～１６：００
（遊遊）

山　下 8/28 水

8/29 木 練習12:30～ 休み 練習９：００～ 8：００～１1：００ 練習8:30～ 練習　8:00～ オフ 学校（１５：００～） 磯　部 8/29 木

8/30 金 練習12:30～ 練習15:00～ 練習１５：３０～ １３：００～１６：００ オフ
練習試合１３:００～
VS田柄中

休み １３：００～１６：００ 10:00～16:30 長　田 8/30 金

8/31 土 夏季休業日（終） オフ 練習8:00～ 練習試合１３：００～ 練習　8:00～ 8～12時 学校（１５：００～） 8/31 土

9/1 日 オフ 練習8:00～ 練習９：００～ 練馬区秋季新人大会 オフ 9/1 日

練馬区立開進第四中学校

体育館 校庭
その他

文芸陸上サッカー

平成31年度（令和元年度）　夏季休業中予定（生徒用）
自分の予定

吹奏楽
日 曜日直図書室日 曜 学校行事

剣道 野球バスケットボール 女子バレーボール バドミントン 新体操


