
◎　点鹿島主点烏埼本音高音普及サッカー卑　　　2。，6，7，22
AL＝■アドバンス（県）リーグNLNHサイキリーガノバ（1年生大会） 

月 �曜日 �学校行事 �協会・高体連 ��国泰寺関係A（アト一八’ンス2部） ��国泰寺関係B（アnlナンス3部） 

23 �土 � � ��AL安古市11：00（高陽東）審判9：00 ��一中慰霊祭準備・長崎総合科学14：00（国表寺） 

24 �日 �一中慰豊祭 � ��ー中慰霊祭・佐賀東12：00（国泰寺） ��NLNサンフレッチェ広島15ニ30（青少年文化C） 

25 �月 � � ��2・3年　REST ��インターハイ役員1年（広域補助）■ 

26 �火 �全国総合文化祭準備 �インターハイ開会式 ��インターハイ開会式匝大和如15‥15個泰寺）司1年REST・ 

27 �水 �モアナルア高校来校． � ��市立船橋13：30履正社16：00（国泰寺） ��インターハイ役員1年（広域補助） 

・‾28 �木 � � ��東海大高輪台14：00（国泰寺）2G ��インターハイ役員1年（広域補助） 

29 �金 � � ��滝川第二13：30徳島市立16：50（国泰寺） ��インターハイ役員1年（広域補助） 

30 �土 �全国総合文化祭 � ��AM受け入れ役員流通経済大付属柏1300（国泰寺）3G 

31 �日 � � ��REST 

8月 �月 � � ��REST 

2 �火 � � ��TR13：00（国泰寺） 

3 �水 � � ��宇和島南13：00（国泰寺）3G 

4 �木 � � ��TR13：00（国泰寺） � �NLN国際学院9‥00（青少年文化C） 

5 �金 � � ��TR13：00（国泰寺） 

6 �土 � � ��広陵13：00（国泰寺）2G �岡山SF笠岡　東岡山工業 

7 �ロ � � ��松山聖陵9；00（国泰寺3）G �岡山SF滝川　倉敷工業 

8 �月 � �平和祈念 ��金沢SF �岡山SF明誠広島学院開星 

9 �火 � � ��金沢SF �REST 

110 �水 � �平和祈念 ��金沢SF �AM研修大会　平和祈念 

11 �永 � �平和祈念 ��・金沢SF �ALL研修大会 

12 �金 � � ��金沢SF �AM研修大会 

13 �土 � � ��REST 

14 �日 � �東海FS ��東海FS �東海SF 

－51 �月 � �東海FS ��1東海FS �東海SF 

16 �火 �探訪セミナ一日S2組） �東海FS ��東海FS �東海SF 

17 　t �水 �探訪セミナーⅠ（S2繊） �東海FS ��REST �AL国際学院812：10（可部） 

1 18 �木 � � ��AM模試・審判試験13：00 

19 �金 �探訪セミナーHSl繊） � ��広島商業13：00（国泰寺）－ �REST 

20 �土 �揮訪セミナー日Sl褐） � ��AL翠港13：叩く高揚責） �NLN米子北13：00（青少年文化C） 

21 �日 �第2回全紙模試（1・2年） � ��安西10：00（安西） �AL廿日市西1年10（基町） 

22 �月 � � �� � 

23 �火 � � ��REST 

24 �水 �休業明け授業開始か大掃除課題テスト（1・2年）■実力確認テスト（3年） 

＿25 �木 �課題テえト（ト2年） � �l＋ �l � 

26 �金 � � � � � 

27 �キ �スタディーサポート（1・2年） � � � � 

28 �日 � � � �AL城北14：00（県広） �AL広一15：10（基町） 

29 �月 � � � � � 

30 �火 � � � � � 

31 �水 � � � � � 



高校総体で敗戦した場合は地元に帰るため試合か無くなる増合か糾ます　7／21巌練炭①

7月25日（月）…試合時間は会場で決定してくだ乱、 ����7月26日（火）・‥試竿時間は会如決乱てくだ乱、 
‾■一一・㌦貪　場　海田総合公園多目的グランド試合鯛 ����r・会　場　海田総合公園多員的グランド総時間 

時　短一一、＿＿　広島県安芸郡海田町束海田字蟻ケ原 ����時　間㌧＼ ��広島県安芸郡海田町東海田字蟻ケ原 

①09：Ob～　　　　　VS ����①三 ②＿二－＿′ ③． ��（借用時間12：00～18：00） 広島国際学院vs瀬戸内30×4 

②jlO：15～　瀬戸内　vs　松山工業 

③弓11：30～…　瀬戸内　vs長崎総科大網 

④12：45～；嘩戸内　■vs岡山学芸館・ ����④ �1：　′） 

⑤…14：00～　岡山学芸館vs長崎総科大町 ����5： �：　′）・　　ブコ　　　VS　　　　　　　⊂】 

⑥■15：15～を　瀬戸内　vs東海大高輪台 ⑥宴 

⑦：．　　　　（借用時間9：00～16：00） ����⑦…16：30～　瀬戸内　vs東海大高輪台 ‾‾r・1㌧冬　場　広罠皆実高校グラント ���試合時間 �＼貧．場　広島皆実高校クフンド試合鯛 

時　隠、・－．　広島両区出汐町4－1－1 ��� �時　間‾㌧㌧．＿L　　広島南区出汐町4－1－1 

①1 ����① 

② ����箪＿ � 

③； �� �③∃ 
⑥！ � ��＠‡ ⑤i14：00～．広島皆実vs松山工嚢く、 ⑥15：15～広島皆実vs近大和歌山よ、 

⑤　　　　　ト 

軌15：15～　広島皆実　vs 
⑦㌢16：30～≦広島皆実　vs ���⑦ニ16：30～．広島皆実　vs近大和歌山 
㌧貪　場≡廿日市グリーンフィールド郷間 ����■、・阜＿，場■広島国泰寺高校グランド試合時随 

時　画■・・・．．、七日市市地御前北一丁目2番1号 ����時　間■一一．、，広島市中区国泰等町一丁目2－49・ 

①書　　　　　　　　　　　　　　　　き ����①幸　　　　． 

②、■▲【‾‾－■…■1、 �� ��③；　　　L 

③： ���③ ■面「】　・　　　「劇1‾‾■ ���④ゝ �� 

⑨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－ ���盲「‾ �� 

⑥京王一一一、r一・一一㌃・－、【一二 ⑦16：15～　VS ���－⑥15：15～ ��広島国表等　vs　近大和歌山 
⑦≡16：30～季広島国泰寺vs近大和歌甘 こ、’■㌧貪、場； 時廟卜、．、．1 ��広島観音高校クフンド 広島市西区南観音町4番10号 �試合時間 

①11 ▲率土10‥30～：広島観音を卓攣聖垂 ③…　■ ���「【【▲ 

④1 ��ト‾】‾‾　…【≠‾一‾‾　「 　　　ノ1－岬ト � 

＿旦」＿】」 �� 

7月26日（火）…試合時間は会場で決定してくだ乱い ����⑥． ��⊥ � ⑦≒ �� 
、、含．＿　場　L　ツネイシフイールドA　と ��試告旬間 �■■■・・1貪場 時廟一・・・． ��廿日市グJ－ンフィールド �試合時間 

時　簡＼」広島県福山市沼隈町中嘩26木如 �����廿日市市他御前北一丁目2番1号 

軌　　⊥－＿＿肌】⊥＿＿－＿、．′－＿■．、＿．． ���①： �� � 

②Lr，＿＿▼▼－⊥ �l ��虹一＿＿＿＿＿¶＿＿一 一箪卜一・一▼一一一 �� � 

③i＿＿＿．　　　「 ④止享些旦二王細水館鳴三重＝ ����� 
㊥13：30・～ ⑨こ14：40T 霊i‾‾亘垂 ��徳島市立＿VS東海大高輪台藍・‘ 　　　　こ．ェ　上」＝1－＿ 

⑤書ヌ・P十匹担琴一一・一一上し；二重一一十一■ ⑥【 �����徳島市立VS東海大高輪台荘琵逼 徳島市立vs東海大高輪菖： 

⑦≡　　　　　　　　　　r ����� 

2016広島インターハイ期間中トレーニングマッチ

7月24日（日）‥試合時間は会場で決定してくだ乱、

㌧∴会　場　広景国際学院高校クランド

時　間㌧㌧　≡広島県安芸郡海田町二丁目8－1

09：00～■広島国際学院　vs　広陵

10：15～広島国際学院VS　広陵
～払し．払聞耳馬　VS　　広　篭

画一f童話酢）T議壷岳直垂蔭

③11：30
vs長崎総科大附岳

⑤14：00～．広陵　VS　松山工業
こ15：15～　量iこ．」丁曹　Vb剛樹状1－

時　庖　庭島市中区国乗寺町一丁目2－49

①

②【　　　1

面●・．‾▲‾・‖・．11

担鱒～i広島翠牽きJL∴鱒【賀葉上
⑤13：15～■広島国泰寺vs　佐賀東

⑥1

時　間t㌧＿＿　　広島南区出汐町4－1－1

＋－一一一一－〝一一・・■・・十

壷車重三二二二＝蚕二二VS

計

⑦…16：30～　　　　　　VS

会　場」　ツ
1広島県福山市沼隈町中山南26－1

如水館　vs　三　重

14：20～1如水館　vs　三　重

シフィール
時　間、∴広島県福山市沼隈町中山南26－1

④】13：00～弓　細水館　vs

面「i前面二十‾‾葡東商



広

VS



広島インターノけ期間中 トレーニングマッチ

7月29日（金ト・離職軌稔場で決乱てくだ乱、

①．08：00～ 広島国際学院vs 東海大高輪台

09：10～広島国際学院vs東海大高輪台

③11：30～　　　　‾宣㌻‾肌‾■‾‾‾‾

単二蔓草ヂ鱒二」（借用時間08：00～18：00）】
⑤・■14：00～　滝川第二　VS　市立船橋1
‾芸‾．▼r‾＿【　　、」∴．．－1－▲・・‾l　ご‾±’rt竺＿＿＿＿　‖

⑥・15：15～　滝川第二　vs　仙台育英

⑦16：30へノ

⑦19：15′）

会　場

時　間

仙台育英　vs 市立船橋

広島南区出汐町4－1－1

広島市中区国泰寺町一丁日2－49試舗貯

i　▼　　　　　　　▲‾　‾▲　‾▲　－一一l一　一　一一、一一一　一　一・．＿＿　＿＿　＿＿＿　＿　－＿　＿

苦
言▼‾　▼‾　‾‾‾　　　‾　　‾‾　一一　一一一一　lh一一一一・l　▼＿　＿　＿＿＿　＿▼　▼▼＿

③1
ト　　　　　　．‾∴∴二二．‾　・．‾‘　－　一一　　　　　　　一　▼＿　＿　＿　▼＿＿．＿＿

㊥】　1徳島市立・負けた場合は試合がありません

⑤13：元二「元高意義盲‾竜「面庵だ「一一
．∴　‾．‾＿　‾　‾’　　　　　　　　　　　　－1－　　＿　〉二＿＿■二一二二＝

⑥ご14＝40～・徳島市立　vs　滝川第二
一・一▲・▲・．・．・－⊥一－－　　”　　－－－－．．▲＿・．．＿・．・－＿

⑦・16：50～ 広島国表寺vs

広島市安佐南区伴乗6－ト1r試鯛間

＠　　　．‾■‾ll▲▲‾▲▼ll‾▲‾、▲・．■‾　－

や一　　　　　　　　　‾▼・．－‾　▼　‾・．

些」垂＝軒面‾】音義転義戻転：＝
′＝：ヽ　　　d　′■　　＿■　■

⑥L16‥15～∃　沼田　vs長崎総科大附r
＋‾＋‾■・◆一一一‾h＋一▲・・－▲一一一▲一・・＿」

丁’　▼‾　　　　　　　　‾　・一一　一一　一　一一・一　＿＿＿　　＿　　＿‖　　‾

⑦！17：30～ト

会　場

時　間

①rO9：00～

②【10： 15へノ

広
VS l

）■広島観音　vs東海大高輪矧

三［車重亘：亘孝義議森吉「
きJl‥30・～　●‾‾‘■】＝レ一　芸’、り‘叫。

■　　　　　　　　　　VS

．一こ．　▼‾　‾　‾　▼　‾　　　　　一　　一一一一一▲－　Ll＿▼■さ12：45～　　　　vs　　　：

一一一斗一一＿．・▼・・・・・．．－　　　　一．＿＿．．

⑥妄15：15～

⑦216：30～

l VS
一▲－一一・一・一一・一　－－1－－一・・・・・・▼　－・＿

VS

■

7月30日（土）・試合時間は会場で決乱てくだ乱、

広島県安芸郡海田町棄海田字蟻ケ原

（借用時間13：00～17：00）
■　　－　■一一　■一　一一　一一　一■　一　　　一・　　　一一　▲■■　一一　■

⑨15：00～・広島国際字鹿vs流経大付拍
ニ√‾丁＿‾．こ、■▼l　－　1－　－　－－　　　　　‾　■‥二一一‘、1ノー＿ワ

⑥・16‥15～・広島国際学院vS流経大付柏

せ　　　　　‾　‾‾‾‾　‾　　‾　■　∵二

広島両区出汐町4－ト1

②．■　　　「前頭繭疲祓繭頂繭扁紆
l　－　　　l　－　　　　－　　　■一一　　■▼l

③Jll
¶－■‾‾‾　】’‾‾‾■‾■‾一一一一　一一一T一一一一

：00～■広島皆実　vs　市立船橋■
．⊥　　‾‾、‾＿‾■　▲▲　－　－　一一　一　　　　　　‾‾　‾　■二二一＿．＿＿＿

’∴．‾’　　　　▼‾‾　　　　　‾　　　　　　　　　　　　　　＿　＿

三三三葦：諾≡…こ；諾≡≡
三、l一、▲⊥‾⊥二　‾’　　　　　　　　　一一一　二一l’二　二一▼▼－▲▼＿＿　＿

⑦・16：00～

広島市中区国泰寺町一丁目2→49L試合瑚

VS
‾　‾　　ヽ■■　＿　　　　■　　－　－－一一　一　■一一　・　　、

②■10：15～∴瀬戸内　vs流経大付榔
さ‾一　一‾一　＿⊥　‾　‾　＿－＿　一　　　　　　　二　一二●‾二十∴、、tJ■ワ＿

③Lll‥30～；瀬戸内　vs流経大付拍言
－・一一一一」一・一一一・・・・一　】　　－＿．．＿－＿　＿＿

‾▲　‾‾‾　‾‾　1－　－－　一一一　一一一　l・一一ll一一　▼＿

璽⊥「＿【＿＿　　　　　　　　．

乳上を鱒二属島国表寺vs流経大付榔
広島園泰寺vs流経大付拍

－■・．・．W m■轟－‘■1－▼・▼・．・．・・－．■・・・・一・・＋－．＋

広島国泰寺vs流経大付榔⑦・15：20～

会　場

時　間 広島市安佐南区伴東61ト1】飴耶

1徳島市立・前日に負けた場合は試合がありません
ニ‾＿▲　‾　‾▲　∴　一　一一　一一1－－－　＿＿■二二二一：

4革二」j召田　vs　徳島市立1
⑦116：30～

会　場

時　間

VS　徳島市立

▲▲　一一1－　－■　－‥　一　　　一　・一　一一一　一一　一一一－－　－－hl

11：30～1瀬戸内U16vs長崎線附Ulる
二∴＿‾‾　∴二‾‾　‾　‾‾‾‾‾　‾　一一　－一　　　一　　　　　　＿＿　二二二二

12：45～L　修道　vs長崎総科大附
‾　　‾　　‾　　　　　　　一一　　一一－　　－　一一一　　－　－

圭阜＝⊥一旦塁型嘩＿竺一重垂仁二二
‾ヽ′ヽ

－　‾▲■－‾一一・一・・・▲▲・・－・＋　一一一・▼・＋一一一一一一▲一一－．▼一】一一．

針15：30～F　修道　vs　市立船橋
－．t一一・一・・一－一一・・・・・－．．．■・．．．肌．－＿

10：00～【

受）書1

番「

広陵

元‾▲▲▼‾▼　‾「■‾　‾‾▲▲‾‾‾▲▲‾▲‾‾一一一・一・l

型＿＿＿＿＿＿
ヽ11‾‾‾　▼‾’「．一　一　一　日一　一一一l一一一一一・・一一・　ト　一一

乳－｝一触＿⊥　　　　　　　　L

7／2ま崩結成（卦

7月31日（目上・試合時間は会場で決定し，くだ乱

広島両区出汐町4－1－1■　試合噺

l－‾一　一　l一一　・　、・■　　一一　1▲　　1　－　－

②．
▼「‾十一－一一－一一一一一・・・→一・・・・・一▲－　【　▼　▼▼　＿＿

③賢
二　‾‾　　‾l　‾　‾　‾　l　一一一　一一一　・　一一　　＿

④・15：15～　広島皆実　vs　市立船橋
、■　■‾‾　二　　　・　一一一一・　一一　一一　一　＿＿　＿‾　　　：－

⑤16：30～　広島皆実　vs　市立船橋
■‾　一一．‾ト一一・一　－－一・一1・＋・，－▼■・・－　Ⅶ・ト－・・一・・Ⅷ

17：45～　広島皆実　vs　市立船橋

⑦【18：30～

会　場

時　間

広島皆実　vs 市立船橋

広島市西区井口ST巨】34－1試合時間

霊十号諾≡十一一一【－ツ至VS■‾一．」】一】■叫．■‾ト‾】－∧一・・一・▼・．、－十一一一←－＿＿・．．．∽＿【＿　几

1・11：30へ′　　　　　　vs

④－12：45～・　　　　vs

軌15：15～．履正社　vs
l＿　、　‾　　‾‾　　▼‾’－　一一　－　▼＿　▼＿　＿＿＿　＿　　　：

⑦・16：30～

会　場

時　間

④112：45～

盲「l石百百二
‾‾　　－　－－一　一一一一　　一一　　　＿＿＿

⑥215：15′）

⑦116：30～

広島工大高　vs

長崎総科大附

属正社

広島市中区国黄寺町一丁日2－49試合時間

VS

VS

VS

VS

VS

【⊥J・⊥J′‾〉　　　　　　　　　　VS
‘◆－　－一一一〉－　－－－・一一・一▼一・一・・－．一　一ト・・▲▲・－　＿－＿

会　場

時　間

①109：00～

30～l
－一一一一一・▲・一・」－，・・▲・．・．・．．

⑥L12：45～；
－一－－　　　－一一＋－－＿－＿－．

⑤彗14：00～l
ふい　　‾　‾▲‾‾▲T▲－．・．一　一

⑥f

会　場

時　間 広島県安芸郡海田町二丁目8－1．・

塑L vs
よ▼l l　‾・一一叫一・　・一一一一一一一一二二一一▼－．▼▼　＿＿　＿　．＿

ぎ　　　　　VS

l



2016年夏期　練習試合　日程　　宇和島南高校

8 �、＼　1広島国泰寺高校グランド 試品忘孟竺＼し－広島市中区国泰寺町－，目2＿。9 1㌦　　　l 

月 �②　∃ 

3 �③　　　　　≧　　　　　　　【 　　　　1 

日 �④　∃13：00～　∃広島国泰寺Avs宇和島南A…　60分 

（水） �⑤114：15～　藩島国零寺B、VS宇和島南B…60分 

⑥　ji盲前「孟盲壷表示‾て㌻毒扁岳嘉「‘占石諒‾ 

⑦　…　　　　　　　　　　　　vs 

8 �＼＼＼＼会場　≦　広島工業大字高校グランド 

試合剛占繭卜＼．．広島市西区井口5十日34－1 

①　　9：00～　∃広島工大高Avs宇和島南A！60分 

月 �■r②；10：10～1広島工大高Bvs宇和島南B’60分 

4 日 �雷霊冨：弐器慧崇芸慧仁…≡芸 

（木） �⑤　仁13‥40～。広島工大高Bvs宇和島南B′　60分 

⑥：14：50～　怪鳥工大高Bvs広島国際宇野60分 

⑦　岳16：00～　虻島工大高Bvs広島国際学院B‡60分 

8 月 �1＼＼・＼＼会場喜広島国際学院高校グランド 試合剛轟由＼＼鹿島県安芸静海田町蟹原二丁弘1 ①　j　9：00～　長鳥国際学院Bvs宇和島南B‥　60分 ‾「訂千五io～1海田A　vs宇和島高「高遠 

5 日 （金） �③㌦1＝20～H詣‾㌻「言南岳高折云㌻ 

二重＝：亘去古＝「　　】 一二－一一一・一・肝－…＋【一・、－－－－二一一一一一斗Ⅷ－【m・、 ⑦≦ 

2016年夏期練習試合　日程　　　琴丘高校
！ 8 月 �＼＼ぞ場　卜広島工業大字高校グランド 

試合開始時筒＼＼＼　広島市西区井口5丁目34－1 

①；　　　　　　　I 劇十・一一－】一一一【Ⅵ－」一一一一一一【【一一∴－一一一一⊥ニー．－¶ 

②－r　∃ ③　　　　」 

20 日 

撃l 一一一五「霊芝二悪霊：三・号≡十一一一ヤー ⑤！ 
（土） 

⑦　　　　　1　　　VS 

8 月 21 日 （日） �＼＼＼＼ぞ場†広島国際学院高校グランド■ 試合開始時計＼＼＼庫島県費妄評海田町蟹原二丁目8－1 ①己 若菜監護彗 ②… 
④ぎ12：45～－．瀬戸内vs琴丘再0分 ⑤二 】】 

2016年夏期練習試合　日程　′　松山空陸高校

8 �＼、＼＼会場　　　　高陽高校グランド 

■　＼ 

試合開始時間＼＼＼．；広島市安佐北区真亀3－22－1 

（∋　≡ 

月 �‾壷　㌢　　　・ 

5 �③　賢　　　　　　　　　　　　　　■ 

日 �㊨ �14：00～　∃　高陽　vs　松山聖陸上　60分 

（金） �⑤十五五示「　　　　　　　■ 　15：15～　高幡　vs松山聖梗　60分 
▼－‾■ 

⑥ 

⑦　毒 

8 �＼－　＼　会場　　広島工業大学高校グランド 

試合開始画計＼∴　広島市西区井口5丁目34－1 

① �9：00～＿＿　広島工大高vs　松山聖陵　60分 

月 �＠　10：15～　＝広島工大高vs　松山聖陵；60分 

6● 日 �」‾【十言i譲二‾‾完盲壷壷学院vs松山聖陵r60分 一一〟一計一一一一一i元ニー一議畠姦妄扁▲一一庖福蕗「言古㌃ 

（土） �⑤　…14：00～　喜広島工大高Bvs広島国際学院B　60分 

⑥ �15：15～・広島工大高Bvs広塵国際学院B再0分 

⑦　′ 

8 �＼＼＼会場　　広島国泰寺高校グランド 

・　　　＼ 

試合開始時間＼、＼、、広島市中区国泰寺町一丁目2－49 

①．9：00～　喜広島国泰寺vs　松山空陸㌢　60分 

月 7． �す丁悪霊‾悪妻書き慧崇芸芸濃▲一一 ‾百十二二一′‾ 

日 （日） �⑥ �■‾‾‾¶【1－‾‾▲－叫■r’‾ 

面▼‾‾‾‾‾「　‾一二‾′‾】‾′‾‾‾一‾■t■t‾‾‾′‾‾十‾‾‾‾‾‾ 　　　　　　　　　　　L 

⑥ ⑦千一一・一・品ノー「」ニ－「一一－T－▼一一一一一一一一一一十一・一一一 　　】 


