
神戸少年サッカースクール　各校　８月予定表

　　　　　<本校> 　　　　　<東校>

※（夏季特別教室）
　　雨天など中止になる活動の代替練習として夏休みに数回実施します。
　 参加出来る方はぜひご参加下さい。

<ガールズアカデミー>・
＜キッズアカデミー＞・＜大人のスクール月曜コース＞

９月から秋季コーススタートします！
詳しくは別紙募集要項をご覧下さい！

◎ 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   

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

◎ ８月の練習目標 ◎
・フェイント
・ターン

◎ ８月の生活目標 ◎
・練習の後は、着替えよう
・暑さに負けず外で元気にあそびましょう

日 （曜） 時　間 場　所

11日 (日)
＜幼稚園＞    9：30～10：15

＜小1～小2＞   9：30～10：30
＜小3～小4＞　　9：30～10：45

カナディアンアカデ
ミー

12日 (月)

学年対抗戦
＜幼稚園＞ 　   9：30～10：15

＜小1＞    9：30～10：30
＜小2＞    10：00～1１：00
＜小3＞    10：30～11：45
＜小4＞　11：00～12：15

＜小5～6＞　11：30～12：50

18日 (日)

＜幼稚園＞    9：30～10：15
＜小1～小2＞   9：30～10：30
＜小3～小4＞　11：15～12：30
＜小5～小6＞　11：15～12：45

●夏季特別教室

日 （曜） 時　間 場　所

7日 (水) ＜幼稚園＞     9:30～10:15
＜小1＞   9:30～10：30

8日 (木) ＜小2＞   9:30～10：30
＜小3～小4＞   9:30～10：45

22日 (木)
＜幼稚園＞     9:30～10:15

＜小1～小2＞   9:30～10：30
＜小3～小6＞   11:00～12：15

磯上公園

磯上公園

※8月は通常とは活動時間が変更となっております。
   お間違いのないよう参加下さい。

時　間 場　所

9日 (金)

30日 (金)

金曜コース

19：30～21：00 磯上公園

<大人のスクール>

日 （曜） 時　間 場　所

10日 (土) ＜小1～小6＞　17:15～18:15

17日 (土)

24日 (土)

31日 (土)

日 （曜） 時　間 場　所

6日 (火)
＜小１～小6＞
9：15～10：15

13日 (火)
＜小１～小6＞
11：15～12：15

20日 (火)
＜小１～小6＞
9：15～10：15

27日 (火)
＜小１～小6＞
15：30～16：30

●夏季特別教室

日 （曜） 時　間 場　所

26日 (月)

28日 (水)

●土曜コース

●火曜コース

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

瀬戸公園

瀬戸公園

※（夏季特別教室）
　　雨天など中止になる活動の代替練習として夏休みに数回実施しま
す。

瀬戸公園＜小１～小6＞
15：15～16：15



神戸少年サッカースクール ２０１９年８月　予定表

＜対外試合クラス＞

＜ジュニアユース＞

Ａ(6年生) B(5年生)

2日 (金)

3日 (土)

4日 (日)

5日 (月)

8日 (木)
トレーニングマッチ　　　11:00～15:00

磯上　　　VS　　　KSSJY2・1年
トレーニングマッチ　　　11:00～15:00

磯上　　　VS　　　KSSJY2・1年

11日 (日)
トレーニングマッチ　　　13:30、14：15、15：00、15：45

つつじが丘小学校　　　VS　　　つつじが丘SC
トレーニングマッチ　　　13:30、14：15、15：00、15：45

つつじが丘小学校　　　VS　　　つつじが丘SC

12日 (月) １１：１５～１２：４５　　　磯上 １１：１５～１２：４５　　　磯上

13日 (火) グラウンド抽選　　　9：20　　　磯上 グラウンド抽選　　　9：20　　　磯上

17日 (土)
神戸サマーFES　　　10：40、13：00、15：00

しあわせの村　　　VS　　　交野FC、OWLS、兵庫コリア
チケット当選者　Jリーグ観戦　＠ノエスタ　　　19：00

V神戸　VS　浦和R

18日 (日)
神戸サマーFES　　　未定

しあわせの村　　　VS　　　未定
１１：１５～１２：４５　　　磯上

22日 (木) １１：００～１３：００　　　磯上 １１：００～１３：００　　　磯上

24日 (土)
トレーニングマッチ　　　13～19時

小野浜　　　VS　　　高羽FC、瓦林SC
トレーニングマッチ　　　13～19時

小野浜　　　VS　　　高羽FC、瓦林SC

31日 (土) １７：００～１９：００　　　小野浜 １７：００～１９：００　　　小野浜

8月

網野カップ
＠京都府京丹後史

網野カップ
＠京都府京丹後史

1日 （木）
神戸市フェニックスリーグ2部Bブロック第9節　　　9:30

田園スポーツ公園　　　VS　　　小部中

2日 （金）

3日 （土） OFF

4日 （日） OFF

5日 （月） OFF

6日 （火） １１：００～１３：００　　　瀬戸

7日 （水）
トレーニングマッチ　　　14:30、16:10

磯上　　　VS　　　リベルタ明石
Next League、TM　　　13:15、15:40

磯上　　　VS　　　リベルタ明石
OFF

8日 （木）
トレーニングマッチ　　　11:00～15:00

磯上　　　VS　　　KSSJY1年、KSS6年、KSS5年
トレーニングマッチ　　　11:00～15:00

磯上　　　VS　　　KSSJY1年、KSS6年、KSS5年

9日 （金）
トレーニングマッチ予定　　　10:00、11:30
西落合中　　　VS　　　西落合中、FC西神

トレーニングマッチ予定　　　10:00、11:30
西落合中　　　VS　　　西落合中、FC西神

10日 （土） １７：００～１９：００　　　瀬戸公園
第26回神戸サッカーフェスティバル　　　10:00、13:30、14:30、15:00
総合運動公園球技場　　　VS　　　東落合中、大庄中、金岡南中

第26回神戸サッカーフェスティバル　　　10:00、13:30、14:30、15:00
総合運動公園球技場　　　VS　　　東落合中、大庄中、金岡南中

11日 （日）
トレーニングマッチ　　　11：15

カナディアンアカデミー　　　VS　　　神戸FCシニアE
第26回神戸サッカーフェスティバル　　　未定

未定　　　VS　　　未定
第26回神戸サッカーフェスティバル　　　未定

未定　　　VS　　　未定

12日 （月） ９：００～１１：００　　　磯上
第26回神戸サッカーフェスティバル　　　9:30～17:00
総合運動公園球技場　　　VS　　　小田中、守山中

第26回神戸サッカーフェスティバル　　　9:30～17:00
総合運動公園球技場　　　VS　　　小田中、守山中

13日 （火） グラウンド抽選　　　９：２０　　　磯上 グラウンド抽選　　　９：２０　　　磯上 グラウンド抽選　　　９：２０　　　磯上

14日 （水）
トレーニングマッチ　　　9:30、10:30、11:30

磯上　　　VS　　　未定
トレーニングマッチ　　　9:30、10:30、11:30

磯上　　　VS　　　未定

15日 （木）

16日 （金）

17日 （土） OFF
トレーニングマッチ　　　13:30、14:30、15:30

小野浜　　　VS　　　レディースU14
トレーニングマッチ　　　13:30、14:30、15:30

小野浜　　　VS　　　レディースU14

18日 （日）
トレーニングマッチ　　　13:00、14:20、15:30

稲美中央公園多目的グラウンド　　　VS　　　クリヴォーネ
OFF OFF

19日 （月）
トレーニングマッチ　　　11:10、12:20

磯上　　　VS　　　AZALEA三田
９：００～１１：００　　　磯上 ９：００～１１：００　　　磯上

20日 （火）

21日 （水） OFF OFF OFF

22日 （木） １７：００～１９：００　　　磯上
トレーニングマッチ　　　13:30、14:30、15:30

磯上　　　VS　　　未定
トレーニングマッチ　　　13:30、14:30、15:30

磯上　　　VS　　　未定

23日 （金）

24日 （土） 第53回県選手権U-15神戸市予選 高円宮杯応援＆１７：００～１９：００　　　磯上 高円宮杯応援＆１７：００～１９：００　　　磯上

25日 （日） 第53回県選手権U-15神戸市予選 高円宮杯応援＆１７：００～１９：００　　　磯上 高円宮杯応援＆１７：００～１９：００　　　磯上

26日 （月） １７：００～１９：００　　　小野浜 １７：００～１９：００　　　小野浜 １７：００～１９：００　　　小野浜

27日 （火）

28日 （水） １７：００～１９：００　　　磯上 １７：００～１９：００　　　磯上 １７：００～１９：００　　　磯上

29日 （木）

30日 （金）

31日 （土） 第53回県選手権U-15神戸市予選
トレーニングマッチ　　　9:30、10:30、11:30

磯上　　　VS　　　未定
トレーニングマッチ　　　9:30、10:30、11:30

磯上　　　VS　　　未定

8月 ３年生 ２年生 １年生

網野カップ

京都府京丹後市網野町

網野カップ

京都府京丹後市網野町

高知りょうまフェスタ

高知県幡多郡黒潮町


