
日 （曜） 時　間 場　所 日 （曜） 時　間 場　所

＜幼稚園＞     11:15～12:45
＜小3～小4＞  11:15～12：45

※4年生時間いつもと違います。
＜小5～小6＞　9:30～11：00

小野浜公園 5日 (土) ＜小1～小4＞　15:15～16:30
＜小5～小6＞　15:15～16:45 瀬戸公園

神戸少年サッカーフェスティバ
ル

2016（U-7・U-8）
＜U-7（小１）＞   集合　9：00
＜U-8（小2）＞   集合　12：30

ユニバー記念競技
場

補助競技場
6日 (日)

神戸少年サッカーフェスティバル
2016（U-7・U-8）

＜U-7（小１）＞   集合　9：00
＜U-8（小2）＞   集合　12：30

ユニバー記念競技場
補助競技場

9日 (水)
水曜教室

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

磯上公園 12日 (土)

13日 (日)
＜幼稚園＞     11:15～12:45
＜小1～小3＞   11:15～12:45
＜小4～小6＞    9:30～11:00

磯上公園 19日 (土)

16日 (水)
水曜教室

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

磯上公園 30日 (水) 瀬戸公園

21日 （祝）

2015年度KSS終業式
＜幼稚園＞     11:15～12:45
＜小1～小3＞   11:15～12:45
＜小4～小6＞    9:30～11:00

磯上公園 31日 (木) 瀬戸公園

日 （曜） 時　間 場　所

1日 (火) ＜幼稚園・小１～小6＞
15:45～17:00

瀬戸公園

6日 (日)

神戸少年サッカーフェスティバル
2016（U-7・U-8）

＜U-7（小１）＞   集合　9：00
＜U-8（小2）＞   集合　12：30

ユニバー記念競技場
補助競技場

日 （曜） 時　間 場　所 8日 (火)

7日 (月)
＜Ｕ10・Ｕ12＞
16：45～18:00

磯上公園 15日 (火)

22日 (火)

30日 (水) 瀬戸公園

日 （曜） 時　間 場　所 31日 (木) 瀬戸公園

3日 (木) 磯上公園

10日 (木) 磯上公園

日 （曜） 時　間 場　所

7日 (月)

14日 (月)

＜小1～小4＞　15:15～16:30
＜小5～小6＞　15:15～16:45 瀬戸公園

KSS東校（火曜・土曜合同）
春休み特別教室

＜小1～小6＞9：30～11：00

<大人のスクール冬季コース>

磯上公園
19：30～21：00

KSS東校（火曜・土曜合同）
春休み特別教室

＜小1～小6＞9：30～11：00

＜U-8＞
17：00～18：15

※雨天中止分の代替として春休み特別教室を3月に2回開催し
ます。
　ぜひご参加下さい。

※3/26の練習はありません。雨天中止分の代替として春休み
　特別教室を3月に2回開催します。ぜひご参加下さい。

●火曜コース

＜幼稚園・小１～小6＞
15:45～17:00

瀬戸公園

<男子アカデミー　・　ガールズアカデミー>
冬季コース

※3/6小野浜の練習は4年生の時間がいつもと違います。
ご注意下さい。

<キッズアカデミー＞冬季コース

神戸少年サッカースクール　各校　2016年3月予定表

　　　　　<本校> 　　　　　<東校>
●土曜コース

6日 (日)

  

◎ 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    

 連絡版 http://kfc-kss.sblo.jp/ 

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 

◎ ３月の練習目標 ◎  
 ・４対４（クアトロゲーム） 
 ・様々なコート設定でゲームにチャレンジ 

◎  ３月の生活目標 ◎  
 ・自分のことは自分でする 
 ・手洗い・うがいをしよう（風邪の予防） 



＜ジュニアユース＞

神戸少年サッカースクール ２０１６年３月　予定表

＜対外試合クラス＞

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

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

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

OSS地域交流サッカー大会 OSS地域交流サッカー大会
芦屋浜総合運動公園（芝） 芦屋浜総合運動公園（芝）

KSS終業式 KSS終業式 KSS終業式 KSS終業式
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

卒業記念行事

第１１回　アスパＳＫＹカップ　（1泊2日）

淡路島　アスパ五色 紅白戦
９：００～１１：００

磯上公園

21日 (月)

19日

(日)

(土)

20日

3月

(日)13日

6日 (日)

1日 （火）

2日 （水） １７：３０～１９：３０　　　磯上

3日 （木） １７：３０～１９：３０　　　磯上 １７：３０～１９：３０　　　磯上

4日 （金）

5日 （土）
神戸市フェニックスリーグ1部B　第４節　　　10：00

須磨海浜　　　対　　　レアルコリーダ
１１：００～１３：００　　　須磨海浜

6日 （日） １１：００～１３：００　　　小野浜 １１：００～１３：００　　　小野浜 １１：００～１３：００　　　小野浜

7日 （月） １７：３０～１９：３０　　　磯上 １７：３０～１９：３０　　　磯上 １７：３０～１９：３０　　　磯上

8日 （火）

9日 （水） １７：３０～１９：３０　　　磯上

10日 （木） 卒業式 １７：３０～１９：３０　　　磯上

11日 （金）

12日 （土）
トレーニングマッチ　　　13：30、14：40、15：50

須磨海浜　　　VS　　　FCみなと
トレーニングマッチ　　　13：30、14：40、15：50

須磨海浜　　　VS　　　FCみなと
トレーニングマッチ　　　14～17

垂水スポーツガーデン　　　VS　　　三宮FC

13日 （日） １７：００～１９：００　　　磯上
神戸市フェニックスリーグ1部B　第５節　　　未定

未定　　　対　　　桃山台中
１７：００～１９：００　　　磯上

14日 （月） １７：３０～１９：３０　　　磯上 １７：３０～１９：３０　　　磯上 １７：３０～１９：３０　　　磯上

15日 （火）
卒団試合　　　13：30、14：40、15：50

磯上　　　VS　　　三宮FC

16日 （水） １７：３０～１９：３０　　　磯上

17日 （木） １７：１５～１９：００　　　磯上

18日 （金）

19日 （土） Ａグループ：淡路FC招待大会
Ｂグループ：トレーニングマッチ　　　9：30,10：30、11：30

磯上　　　VS　　　エベイユ

20日 （日） Ｂグループ：淡路FC招待大会
Ａグループ：トレーニングマッチ　　　未定

長坂中学　　　対　　　長坂中

21日 （月） 淡路FC招待大会
トレーニングマッチ　　　13：30、14：30,15：30

瀬戸公園　　　ＶＳ　　　未定

22日 （火）

23日 （水） １７：３０～１９：３０　　　磯上

24日 （木） １７：００～１９：００　　　磯上

25日 （金）

26日 （土）
ルゼル交流戦　　　未定
未定　　　VS　　　未定

A:ルゼル交流戦U-１４
B:TR須磨9～11

27日 （日）
ルゼル交流戦　　　未定
未定　　　VS　　　未定

A:ルゼル交流戦U-14
B:TR17～19時磯上

28日 （月）
トレーニングマッチ　　　13：15,15：00

小野浜　　　ＶＳ　　　鷹匠中
トレーニングマッチ　　　14：15,16：00

小野浜　　　ＶＳ　　　鷹匠中

29日 （火）

30日 （水）
TM予定　　　9:00、11：00

向洋中学　　　対　　　向洋中
TM予定　　　10：00、12：00

向洋中学　　　対　　　向洋中

31日 （木） OFF

☆　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/

3月 ３年生 ２年生 １年生

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


