
日 （曜） 時　間 場　所 日 （曜） 時　間 場　所

2日 (水) 水曜教室
＜小3～小6＞  16：45～18：00 磯上公園 5日 (土)

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

小野浜公園 12日 (土)

9日 (水)
水曜教室

＜小1～小2＞ 16：00～17：15
＜小5～小6＞  16：45～18：00

磯上公園 19日 (土)

13日 (日)

＜幼稚園＞　   11:15～12:45
※幼稚園は親子サッカー

＜小1～小3＞   11:15～12:45
＜小4～小6＞    9:30～11:00

磯上公園 26日 (土)

23日 (水)

親子サッカーイベント
＜小1～小2＞   11:15～12：45
＜小3～小4＞   9：15～11：00
＜小5～小6＞   13：00～15:00
＜幼稚園＞     11:15～12:30

※幼稚園は通常練習

磯上公園

30日 (水)

水曜教室
＜幼稚園＞　　15：45～16：45
＜小1～小2＞ 16：00～17：15
＜小3～小4＞  16：45～18：00

磯上公園 日 （曜） 時　間 場　所

※11/23の活動時間、普段と違いますのでご確認ください！ 1日 （火）

8日 （火）

日 （曜） 時　間 場　所 15日 （火）

7日 (月)
＜Ｕ10・Ｕ12＞
16：45～18:00

29日 （火）

14日 (月)
＜Ｕ10・Ｕ12＞
17：00～18:15

28日 (月)
＜Ｕ10・Ｕ12＞
16：45～18:00

日 （曜） 時　間 場　所

日 （曜） 時　間 場　所 7日 (月)

10日 (木) ＫＲ＆ＡＣ体育館 14日 (月)

17日 (木) 磯上公園 28日 (月)

24日 (木) ＫＲ＆ＡＣ体育館

日 （曜） 時　間 場　所

4日 (金)

18日 (金)

＜小1～小3＞ 15:15～16:30
＜小4～小6＞ 15:15～16:45

瀬戸公園
<男子アカデミー・ガールズアカデミー>（Ｕ-10・12）秋季コース

神戸少年サッカースクール　各校　１１月予定表

　　　　　<東校>　　　　　<本校>
●土曜コース

＜小１～小6＞
15:45～17:00

19：30～21：00

●火曜コース

　　※11/22（火）は活動はありません。ご注意ください。

瀬戸公園

磯上公園

19：30～21：00 磯上公園

17：00～18：15

<キッズアカデミー（Ｕ-8）＞秋季コース

磯上公園

<大人のスクール秋季コース>

<大人のスクール　金曜コース>

◎ 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

◎ １１月の生活目標 ◎
・親子でスポーツしよう
・爪を切りましょう

◎ １１月の練習目標 ◎
・ボレーキック
・２対２からのシュート



神戸少年サッカースクール ２０１６年１１月　予定表

＜対外試合クラス＞

＜ジュニアユース＞

1日 （火） フィジカル　　　１７：３０～１９：３０ フィジカル　　　１７：３０～１９：３０

2日 （水）

3日 （木） １７：００～１９：００　　　磯上 １７：００～１９：００　　　磯上 １７：００～１９：００　　　磯上

4日 （金）

5日 （土） OFF
兵庫県クラブユース新人戦　1次ラウンド第3節　　　15：00
垂水スポーツガーデン　　　ＶＳ　　　バンディオンセ神戸

兵庫県クラブユース新人戦　1次ラウンド第3節　　　15：00
垂水スポーツガーデン　　　ＶＳ　　　バンディオンセ神戸

6日 （日） 自主練　　　９：００～１１：００　　　小野浜
兵庫県クラブユース新人戦　1次ラウンド第4節　　　10：00

アスパ五色サブ　　　ＶＳ　　　五色FC
兵庫県クラブユース新人戦　1次ラウンド第4節　　　10：00

アスパ五色サブ　　　ＶＳ　　　五色FC

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

8日 （火） フィジカル　　　１７：３０～１９：３０ フィジカル　　　１７：３０～１９：３０

9日 （水）

10日 （木） １７：３０～１９：３０　　　磯上

11日 （金）

12日 （土） OFF
兵庫県クラブユース新人戦　1次ラウンド第5節　　　10：00

みきぼう第3　　　ＶＳ　　　ミュートス
兵庫県クラブユース新人戦　1次ラウンド第5節　　　10：00

みきぼう第3　　　ＶＳ　　　ミュートス

13日 （日） トレーニングマッチ予定 トレーニングマッチ予定 トレーニングマッチ予定

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

15日 （火） １７：３０～１９：３０　　　磯上 １７：３０～１９：３０　　　磯上

16日 （水）

17日 （木） １７：３０～１９：３０　　　磯上

18日 （金）

19日 （土） １７：３０～１９：３０　　　磯上 １５：００～１７：００　　　須磨海浜 １５：００～１７：００　　　須磨海浜

20日 （日） １７：００～１９：００　　　磯上 １７：００～１９：００　　　磯上
兵庫県ルーキーリーグ　　　9：45

磯上　　　VS　　　淡路FC

21日 （月） OFF OFF OFF

22日 （火） OFF OFF

23日 （水） １７：００～１９：００　　　磯上 １７：００～１９：００　　　磯上

24日 （木） １７：３０～１９：３０　　　磯上

25日 （金）

26日 （土）
兵庫県クラブユース新人戦　決勝トーナメント　　　未定

未定　　　ＶＳ　　　未定
兵庫県クラブユース新人戦　決勝トーナメント　　　未定

未定　　　ＶＳ　　　未定

27日 （日） １７：００～１９：００　　　磯上 １７：００～１９：００　　　磯上

28日 （月）

29日 （火）

30日 （水）

期末テスト休み

期末テスト休み期末テスト休み

11月 ３年生 ２年生 １年生

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

トレーニングマッチ（予定） トレーニングマッチ（予定）

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

少年リーグ戦Day 少年リーグ戦Day 練習 練習

リーグ入ればリーグ戦へ リーグ入ればリーグ戦へ ９：３０～１１：００ ９：３０～１１：００

入らなければ 入らなければ 磯上公園 磯上公園

練習　９：３０～１１：００　磯上 練習　９：３０～１１：００　磯上

少年リーグ戦Day 少年リーグ戦Day

リーグ入ればリーグ戦へ リーグ入ればリーグ戦へ

入らなければ 入らなければ

OFF OFF

少年リーグ戦Day 少年リーグ戦Day

リーグ入ればリーグ戦へ リーグ入ればリーグ戦へ

入らなければ 入らなければ

OFF OFF

練習（親子サッカー） 練習（親子サッカー） 練習（親子サッカー） 練習（親子サッカー）

１３：００～１５：００ １３：００～１５：００ １３：００～１５：００ １３：００～１５：００

磯上公園 磯上公園 磯上公園 磯上公園

トレーニングマッチ トレーニングマッチ

トレーニングマッチ（予定） ＯＦＦ 西宮市立高木小学校 西宮市立高木小学校

８：００～１３：００ ８：００～１３：００

VS VS

高木SC　8：40KO 高木SC　8：40KO

13日 (日)

11月

6日 (日)

3日 (木)

27日 (日)

20日 (日)

23日 (水)

19日 (土)


