
神戸少年サッカースクール　各校　８月予定表

<日曜校> <火曜校> <水曜校>

日 （曜） 時　間 場　所

20日 (木)

27日 (木)

　　　　　　※小学3年～6年生の男子が対象です。

日 （曜） 時　間 場　所

20日 (木)

27日 (木)

　　　　　　※小学1・2年生の男女が対象です。

＜U-8＞
17：15～18：30

＜U-10・U-12＞
17：15～18：30

磯上公園

磯上公園

<One Day+　U-12・U-10>

<One Day+ Kids＞

日 （曜） 時　間 場　所

4日 (火)

11日 (火)

18日 (火)

25日 (火)

瀬戸公園

＜幼稚園～小2＞
9:15～10:15

＜小3～小6＞
10:45～12：00

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

日 （曜） 時　間 場　所

5日 (水)

12日 (水)

19日 (水)

26日 (水)

磯上公園

＜幼稚園～小1＞　9:30～10:15
＜小2＞　　　　　　　9:30～10:30
＜小3～小6＞　　  10:45～12:00

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

日 （曜） 時　間 場　所

17日 (月)

24日 (月)

31日 (月)

　　　　　　※小学3年～6年生の女子が対象です。

＜Ｕ10・Ｕ12＞
17：00～18：15

磯上公園

<ガールズアカデミー　U-12>　　　春季コース

◎ 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   

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

時　間 場　所

24日 (月) 19：30～21：00 磯上公園

時　間 場　所

21日 (金)

28日 (金)

月曜コース

<大人のスクール春季コース>

１９：３０～２１：００ 磯上公園

金曜コース

日 （曜） 時　間 場　所

2日 (日) ＜幼稚園＞     　9:30～10:15
＜小1～小2＞   9:30～10:30 小野浜公園

8日 (土) ＜幼稚園＞     　11:30～12:15
＜小1～小2＞   11:30～12:30 磯上公園

16日 (日) 小野浜公園

22日 (土) 磯上公園

＜幼稚園＞     　9:30～10:15
＜小1～小2＞   9:30～10:30

日 （曜） 時　間 場　所

7月27日 (月)

7月30日 (木)

8月3日 (月)

8月7日 (金)

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

<サマースクール>5月振り替え分
日曜校・火曜校・水曜校・One Day+ 、One Day+ Kidsの

すべての方が対象です。

磯上公園

瀬戸公園



＜KSSジュニアユース＞

神戸少年サッカースクール ２０２０年８月　予定表

＜KSSジュニア＞

1日 （土）
高円宮杯抽選会

１７：００～１９：００　　　瀬戸
１７：００～１９：００　　　瀬戸 １７：００～１９：００　　　瀬戸 1日 （土）

KFC50周年記念　１Dayトーナメント　　PM
アスコット　　　VS　　　未定

１５：００～１７：００　　　瀬戸 １５：００～１７：００　　　瀬戸 １５：００～１７：００　　　瀬戸 1日 （土）

2日 （日） ７：００～９：００　　　小野浜 ７：００～９：００　　　小野浜 ７：００～９：００　　　小野浜 2日 （日） １１：００～１３：００　　　小野浜 １１：００～１３：００　　　小野浜 ９：００～１１：００　　　小野浜 ９：００～１１：００　　　小野浜 2日 （日）

3日 （月）
トレーニングマッチ　　　14:00、15:15

小野浜　　　VS　　　葺合高校
トレーニングマッチ　　　16:30、17:30

小野浜　　　VS　　　未定
トレーニングマッチ　　　16:30、17:30

小野浜　　　VS　　　未定
3日 （月）

サマースクール（５月振り替え）
１１：１５～１２：３０　　　瀬戸

サマースクール（５月振り替え）
１１：１５～１２：３０　　　瀬戸

サマースクール（５月振り替え）
１１：１５～１２：３０　　　瀬戸

サマースクール（５月振り替え）
１１：１５～１２：３０　　　瀬戸

3日 （月）

4日 （火）
トレーニングマッチ　　　13～19時

小野浜　　　VS　　　未定
トレーニングマッチ　　　13～19時

小野浜　　　VS　　　未定
トレーニングマッチ　　　13～19時

小野浜　　　VS　　　未定
4日 （火） 火曜校　　　１１：１５～１２：３０　　　瀬戸 火曜校　　　１１：１５～１２：３０　　　瀬戸 火曜校　　　１１：１５～１２：３０　　　瀬戸 火曜校　　　１１：１５～１２：３０　　　瀬戸 4日 （火）

5日 （水）
トレーニングマッチ　　　14:00、15:15

小野浜　　　VS　　　六甲アイランド高校
トレーニングマッチ　　　16:30、17:30

小野浜　　　VS　　　太田中学校
トレーニングマッチ　　　16:30、17:30

小野浜　　　VS　　　太田中学校
5日 （水） 水曜校　　　１１：１５～１２：３０　　　磯上 水曜校　　　１１：１５～１２：３０　　　磯上 水曜校　　　１１：１５～１２：３０　　　磯上 水曜校　　　１１：１５～１２：３０　　　磯上 5日 （水）

6日 （木）
2020神戸市フェニックスリーグ第8節　　　9:30

磯上　　　VS　　　太山寺中学校
トレーニングマッチ　　　10:45、11:45

磯上　　　VS　　　太山寺中学校
トレーニングマッチ　　　10:45、11:45

磯上　　　VS　　　太山寺中学校
6日 （木） 6日 （木）

7日 （金） 7日 （金）
サマースクール（５月振り替え）

１１：１５～１２：３０　　　瀬戸
サマースクール（５月振り替え）

１１：１５～１２：３０　　　瀬戸
サマースクール（５月振り替え）

１１：１５～１２：３０　　　瀬戸
サマースクール（５月振り替え）

１１：１５～１２：３０　　　瀬戸
7日 （金）

8日 （土）
トレーニングマッチ　　　未定

姫路球技スポーツセンター（土）　　　VS　　　アグア姫路
トレーニングマッチ　　　未定

姫路球技スポーツセンター（土）　　　VS　　　アグア姫路
トレーニングマッチ　　　未定

姫路球技スポーツセンター（土）　　　VS　　　アグア姫路
8日 （土）

トレーニングマッチ　　　9：30，10：30，11：30
垂水健康公園　　　VS　　　新多聞

トレーニングマッチ　　　9：30，10：30，11：30
垂水健康公園　　　VS　　　新多聞

１１：００～１３：００　　　磯上 １１：００～１３：００　　　磯上 8日 （土）

9日 （日）
トレーニングマッチ　　　未定

広畑東　　　VS　　　エストレラ津田
トレーニングマッチ　　　未定

広畑東　　　VS　　　エストレラ津田
トレーニングマッチ　　　未定

広畑東　　　VS　　　エストレラ津田
9日 （日）

トレーニングマッチ　　　12：10，12：50，13：30，14：10
垂水健康公園　　　VS　　　桃山台、静岡T&T

トレーニングマッチ　　　12：10，12：50，13：30，14：10
垂水健康公園　　　VS　　　センアーノ神戸

トレーニングマッチ　　　9：30，10：10，10：50，11：30
垂水健康公園　　　VS　　　センアーノ神戸

トレーニングマッチ　　　9：30，10：10，10：50，11：30
垂水健康公園　　　VS　　　新多聞

9日 （日）

10日 （月） OFF OFF OFF 10日 （月） OFF OFF OFF OFF 10日 （月）

11日 （火）
グラウンド抽選後

１３：００～１５：００　　　瀬戸

グラウンド抽選後
トレーニングマッチ　　　15:30、16:30

瀬戸　　　VS　　　未定

グラウンド抽選後
トレーニングマッチ　　　15:30、16:30

瀬戸　　　VS　　　未定
11日 （火） 火曜校　　　１１：１５～１２：３０　　　瀬戸 火曜校　　　１１：１５～１２：３０　　　瀬戸 火曜校　　　１１：１５～１２：３０　　　瀬戸 火曜校　　　１１：１５～１２：３０　　　瀬戸 11日 （火）

12日 （水）
トレーニングマッチ　　　13:30、14:45

磯上　　　VS　　　科学技術高校
トレーニングマッチ　　　16:00、17:00

磯上　　　VS　　　未定
トレーニングマッチ　　　16:00、17:00

磯上　　　VS　　　未定
12日 （水） 水曜校　　　１１：１５～１２：３０　　　磯上 水曜校　　　１１：１５～１２：３０　　　磯上 水曜校　　　１１：１５～１２：３０　　　磯上 水曜校　　　１１：１５～１２：３０　　　磯上 12日 （水）

13日 （木）
紅白戦　　　13:00～15:00

灘浜　　　VS　　　KSSJY2・1年
紅白戦　　　13:00～15:00

灘浜　　　VS　　　KSSJY3年
紅白戦　　　13:00～15:00

灘浜　　　VS　　　KSSJY3年
13日 （木） 13日 （木）

14日 （金） 14日 （金） 14日 （金）

15日 （土） １３：００～１５：００　　　小野浜 １３：００～１５：００　　　小野浜 １３：００～１５：００　　　小野浜 15日 （土） ミニゲーム大会　　　15～19時　　　瀬戸 ミニゲーム大会　　　15～19時　　　瀬戸 ミニゲーム大会　　　15～19時　　　瀬戸 ミニゲーム大会　　　15～19時　　　瀬戸 15日 （土）

16日 （日） ７：００～９：００　　　小野浜 ７：００～９：００　　　小野浜 ７：００～９：００　　　小野浜 16日 （日） １１：００～１３：００　　　小野浜 １１：００～１３：００　　　小野浜 9：00～11：00　　　小野浜 9：00～11：00　　　小野浜 16日 （日）

17日 （月）
トレーニングマッチ　　　13～19時

小野浜　　　VS　　　未定
トレーニングマッチ　　　13～19時

小野浜　　　VS　　　未定
トレーニングマッチ　　　13～19時

小野浜　　　VS　　　未定
17日 （月）

紅白戦　　　　9：30，10：30，11：30，12：30
小野浜　　　VS　　　KSSジュニア3・4・5・6年

紅白戦　　　　9：30，10：30，11：30，12：30
小野浜　　　VS　　　KSSジュニア3・4・5・6年

紅白戦　　　　9：30，10：30，11：30，12：30
小野浜　　　VS　　　KSSジュニア3・4・5・6年

紅白戦　　　　9：30，10：30，11：30，12：30
小野浜　　　VS　　　KSSジュニア3・4・5・6年

17日 （月）

18日 （火） 18日 （火） 火曜校　　　１６：４５～１８：００　　　瀬戸 火曜校　　　１６：４５～１８：００　　　瀬戸 火曜校　　　１６：４５～１８：００　　　瀬戸 火曜校　　　１６：４５～１８：００　　　瀬戸 18日 （火）

19日 （水） １８：００～２０：００　　　磯上 １８：００～２０：００　　　磯上 １８：００～２０：００　　　磯上 19日 （水） 水曜校　　　１７：１５～１８：３０　　　磯上 水曜校　　　１７：１５～１８：３０　　　磯上 水曜校　　　１７：１５～１８：３０　　　磯上 水曜校　　　１７：１５～１８：３０　　　磯上 19日 （水）

20日 （木） 20日 （木） OneDay+　　　１７：１５～１８：３０　　　磯上 OneDay+　　　１７：１５～１８：３０　　　磯上 OneDay+　　　１７：１５～１８：３０　　　磯上 OneDay+　　　１７：１５～１８：３０　　　磯上 20日 （木）

21日 （金） 21日 （金） 21日 （金）

22日 （土） １１：００～１３：００　　　磯上 １１：００～１３：００　　　磯上 １１：００～１３：００　　　磯上 22日 （土）
神戸市少年リーグ1部A　　　14：45、16：00

しあわせの村球技場　　　VS　　みさきA、神戸FC　B １１：００～１３：００　　　磯上 ９：００～１１：００　　　磯上 ９：００～１１：００　　　磯上 22日 （土）

23日 （日）
第５４回兵庫県中学生サッカー選手権大会神戸市予選　　　未定

未定　　　VS　　　未定 高円宮杯応援＆１７：００～１９：００　　　瀬戸 高円宮杯応援＆１７：００～１９：００　　　瀬戸 23日 （日） OFF OFF OFF OFF 23日 （日）

24日 （月） １７：３０～１９：３０　　　磯上 １７：３０～１９：３０　　　磯上 １７：３０～１９：３０　　　磯上 24日 （月） 24日 （月）

25日 （火） 25日 （火） 火曜校　　　１６：４５～１８：００　　　瀬戸 火曜校　　　１６：４５～１８：００　　　瀬戸 火曜校　　　１６：４５～１８：００　　　瀬戸 火曜校　　　１６：４５～１８：００　　　瀬戸 25日 （火）

26日 （水） １７：３０～１９：３０　　　小野浜 １７：３０～１９：３０　　　小野浜 １７：３０～１９：３０　　　小野浜 26日 （水） 水曜校　　　１７：１５～１８：３０　　　磯上 水曜校　　　１７：１５～１８：３０　　　磯上 水曜校　　　１７：１５～１８：３０　　　磯上 水曜校　　　１７：１５～１８：３０　　　磯上 26日 （水）

27日 （木） 27日 （木） OneDay+　　　１７：１５～１８：３０　　　磯上 OneDay+　　　１７：１５～１８：３０　　　磯上 OneDay+　　　１７：１５～１８：３０　　　磯上 OneDay+　　　１７：１５～１８：３０　　　磯上 27日 （木）

28日 （金） 28日 （金） 28日 （金）

29日 （土）
第５４回兵庫県中学生サッカー選手権大会神戸市予選　　　未定

未定　　　VS　　　未定 高円宮杯応援 高円宮杯応援 29日 （土）
神戸サマーFES　　　9～17時
KFP岩岡　　　VS　　　未定

トレーニングマッチ　　11：30，12：10，12：50，13：30
小野浜　　　VS　　　高羽FC

トレーニングマッチ　　　14：50，15：30
小野浜　　　VS　　　高羽FC

トレーニングマッチ　　12：10，13：30，14：10，14：50
小野浜　　　VS　　　高羽FC

29日 （土）

30日 （日）
第５４回兵庫県中学生サッカー選手権大会神戸市予選　　　未定

未定　　　VS　　　未定 ９：００～１１：００　　　垂水健康公園 ９：００～１１：００　　　垂水健康公園 30日 （日）
神戸サマーFES　　　9～17時
KFP岩岡　　　VS　　　未定

９：００～１１：００　　　垂水健康公園 ９：００～１１：００　　　垂水健康公園 ９：００～１１：００　　　垂水健康公園 30日 （日）

31日 （月） １７：３０～１９：３０　　　磯上 １７：３０～１９：３０　　　磯上 １７：３０～１９：３０　　　磯上 31日 （月） 31日 （月）

8月8月 ３年生 ２年生 １年生 8月 ６年生 ５年生 ４年生 ３年生


