
<本校>

日 （曜） 時　間 場　所 日 （曜） 時　間 場　所

1日 (日)

＜幼稚園・小１～3＞
 11：00～12:30
＜小4～6＞
 9：30～11:00

7日 (土) ＜幼・小1・2＞  15:15～16:30
＜小5・6＞  15:30～16:45 瀬戸公園

7日 (土)

 
本校分校交流戦

＜小3・4＞
 9：15～12:00

7日 (土)

 
本校分校交流戦

＜小3・4＞
 9：15～12:00

小野浜公園球技場

8日 (日)

＜幼稚園・小１～3＞
 11：00～12:30
＜小4～6＞
 9：30～11:00

磯上公園 11日 (水) キッズサッカーフェスティバル
＜幼稚園＞＜小1・2＞

三木防災公園
陸上競技場

11日 (水) キッズサッカーフェスティバル
＜幼稚園＞＜小1・2＞

三木防災公園
陸上競技場

14日 (土)

15日 (日)

＜幼稚園・小１～3＞
 11：00～12:30
＜小4～6＞
 9：30～11:00

小野浜公園球技場 21日 (土)

18日 (水)
水曜教室

＜幼稚園＞　15:30～16:30
＜小1・2＞   15:45～17:00
＜小3～6＞   16:45～18:00

28日 (土)

25日 (水)
水曜教室

＜小1・2＞    15:45～17:00
＜小3～6＞   16:45～18:00

1日 (日)

＜幼稚園・小１～3＞
 11：00～12:30
＜小4～6＞
 9：30～11:00

小野浜公園球技場

●火曜コース

日 （曜） 時　間 場　所

3日 (火) ＜小1～6＞15:45～17:00 瀬戸公園

7日 (土)
本校分校交流戦

＜小3・4＞
 9：15～12:00

小野浜公園球技場

日 （曜） 時　間 場　所 10日 (火) ＜小1～6＞15:45～17:00 瀬戸公園

2日 (月) 11日 (水) キッズサッカーフェスティバル
＜小1・2＞

三木防災公園
陸上競技場

9日 (月) 17日 (火)

16日 (月) 24日 (火)

23日 (月)

日 （曜） 時　間 場　所

日 （曜） 時　間 場　所 5日 (木)

2日 (月) 12日 (木)

9日 (月) 19日 (木)

16日 (月) 26日 (木)

23日 (月)

小野浜公園球技場

＜小1～6＞

15:45～17:00
瀬戸公園

＜Ｕ－８＞ ＜U-12＞
 17：00～18:15

磯上公園

<男子アカデミー月曜コース＞
＜ガールズアカデミー>

<大人のスクール冬季コース>

磯上公園19:30～21:00

<キッズアカデミー>
＜男子アカデミー木曜コース＞

神戸少年サッカースクール　各校　２月予定表

　　　　　<東校>
●土曜コース

＜Ｕ－１０＞
 16：45～18:00

＜Ｕ－１２＞
16:45～18:00

磯上公園

磯上公園

瀬戸公園

＜幼・小1～4＞

  15:15～16:30

＜小5・6＞

15:30～16:45

  

◎ 雨天の場合 ◎ 

雨天の場合練習は、雨天専用電話にて確認をお願いします。 

 雨天専用電話 (078) 252-7996    

◎  ２月の生活目標 ◎  
 ・遅刻をしない！ 
 ・手洗い・うがいをしよう（風邪の予防） 
  

◎ ２月の練習目標 ◎  
 ・４対４（クアトロゲーム） 
 様々なコート設定のゲームにチャレンジ 

一般社団法人 神戸フットボールクラブ 
【クラブオフィス】〒６５１-００８５  
神戸市中央区八幡通３－２－５ ＩＮ東洋ビル２０１ 
ＴＥＬ(０７８)２５２－７１３０  ＦＡＸ(０７８)２７１－１２１３ 
神戸ＦＣホームページアドレス    
 http://kobe-fc.com 



神戸少年サッカースクール ２０１５年２月　予定表

＜対外試合クラス＞

Ａ Ｂ C D

練　　習 練　　習 練　　習 第１７回フレンドリー大会
９：３０～１１：００ ９：３０～１１：００ ９：３０～１１：００ ６：４５～

小野浜公園 小野浜公園 小野浜公園 岩岡グラウンド

練　　習 練　　習 練　　習 練　　習
９：３０～１１：００ ９：３０～１１：００ ９：３０～１１：００ ９：３０～１１：００

磯上公園 磯上公園 磯上公園 磯上公園

ＫＦＣフェスティバル ＫＦＣフェスティバル

選抜メンバー 選抜メンバー

播磨光都サッカー場 播磨光都サッカー場

練　　習 練　　習 練　　習 練　　習

９：３０～１１：００ ９：３０～１１：００ ９：３０～１１：００ ９：３０～１１：００

小野浜公園 小野浜公園 小野浜公園 小野浜公園

勉強会 勉強会 勉強会 勉強会

１０：４０～１１：５０ １０：４０～１１：５０ ９：１５～１０：３０ ９：１５～１０：３０

青少年会館　５Ｆ研修室 青少年会館　５Ｆ研修室 青少年会館　５Ｆ研修室 青少年会館　５Ｆ研修室

菊水サッカーフェスティバル 菊水サッカーフェスティバル 交歓試合 交歓試合

６：４５～１８：００ ６：４５～１８：００ １２：４５～１７：００ １２：４５～１７：００

岩岡グラウンド 岩岡グラウンド 小野浜公園 小野浜公園

御影工業ＯＢカップ 御影工業ＯＢカップ

科学技術高校第二グラウンド 科学技術高校第二グラウンド

御影工業ＯＢカップ 御影工業ＯＢカップ 練　　習 練　　習

９：３０～１１：００ ９：３０～１１：００
科学技術高校第二グラウンド 科学技術高校第二グラウンド 小野浜公園 小野浜公園

2月

8日

(日)

(日)

1日

1日 (日)

28日 (土)

15日

(土)21日

Ｏ　　Ｆ　　Ｆ

14日 (土) Ｏ　　Ｆ　　Ｆ Ｏ　　Ｆ　　Ｆ

Ｏ　　Ｆ　　Ｆ

ＫＦＣフェスティバル　選抜メンバー　播磨光都サッカー場

22日 (日)

(日)

1日 （日） OFF
2015兵庫県トップリーグ２部B　第１節　　9：30　　　FC川西　　　淡路佐野

第５回　かもめ杯   淡路佐野　　　12：40　　対
第5回　かもめ杯（オープン参加）　9：00

淡路佐野

2日 （月） １７：3０～１９：３０　　　灘浜 OFF １７：3０～１９：３０　　　灘浜

3日 （火） １７：３０～１９：３０　　　磯上

4日 （水） １８：００～２０：００　　　磯上 １８：００～２０：００　　　磯上

5日 （木）

6日 （金）

7日 （土） １３：００～１５：００　　　須磨海浜
トレーニングマッチ　　　13：30、14：30、15：30

須磨海浜　　　VS　　　鷹匠中
１３：００～１５：００　　　須磨海浜

8日 （日）
トレーニングマッチ　　　14：00、15：00、16：00

小野浜　　　VS　　　三宮FC
１２：００～１４：００　　　小野浜

トレーニングマッチ　　　14：00、15：00、16：00
小野浜　　　VS　　　三宮FC

9日 （月） １７：３０～１９：３０　　　灘浜 １７：３０～１９：３０　　　灘浜 １７：３０～１９：３０　　　灘浜

10日 （火） １７：３０～１９：３０　　　磯上

11日 （水） １３：００～１５：００　　　須磨海浜 １３：００～１５：００　　　須磨海浜
トレーニングマッチ　　　13：30、14：30、15：30

須磨海浜　　　VS　　　未定

12日 （木）

13日 （金）

14日 （土）
トレーニングマッチ　　　11：30、12：30、13：30

小野浜　　　VS　　　SUMA　FC
2015兵庫県トップリーグ２部　第２節　　　13：00

三木防災第２陸上　　　VS　　　VIVO
トレーニングマッチ　　　11：30、12：30、13：30

小野浜　　　VS　　　SUMA　FC

15日 （日）
トレーニングマッチ　　　10：30、12：40、14：50

宝塚第一中　　　VS　　　宝塚第一中
トレーニングマッチ　　　10：30、12：40、14：50

宝塚第一中　　　VS　　　宝塚第一中
トレーニングマッチ　　　10：30、12：40、14：50

宝塚第一中　　　VS　　　宝塚第一中

16日 （月） １７：3０～１９：３０　　　灘浜 １７：3０～１９：３０　　　灘浜 １７：3０～１９：３０　　　灘浜

17日 （火） １７：３０～１９：３０　　　磯上

18日 （水） １７：１５～１９：００　　　磯上 １７：１５～１９：００　　　磯上

19日 （木）

20日 （金）

21日 （土） 期末テスト休み 2015兵庫県トップリーグ２部　第３節 期末テスト休み

22日 （日）

23日 （月）

24日 （火）

25日 （水）

26日 （木）

27日 （金）

28日 （土）
トレーニングマッチ　　　14：30、16：30

小野浜　　　VS　　　三宮FC
トレーニングマッチ　　　13：30、15：30

小野浜　　　VS　　　三宮FC
トレーニングマッチ　　　14：30、16：30

小野浜　　　VS　　　三宮FC

☆　雨天時の練習・試合に関するお問い合わせは下記専用電話もしくは下記『連絡版』へ

℡　２５２－７９９６　　

連絡版　http://kfc-kss.sblo.jp/

期末テスト休み

＜ジュニアユース＞

2月 ３年生 ２年生 １年生

http://www.kobe-fc.com/


