
日 （曜） 時　間 場　所 日 （曜） 時　間 場　所

5日 (日)
＜幼稚園＞     11:00～12:30
＜小1～小3＞   11:00～12:30
＜小4～小6＞   9:30～11:00

カナディアンアカデミーＧ 4日 (土)

15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

磯上公園球技場 11日 (土)

19日 (日)
＜幼稚園＞     9：30～11：00
＜小１～小３＞  9：30～11：00
＜小４～小６＞   9:30～11:00

磯上公園球技場 18日 (土)

20日 (月)
＜幼稚園＞     11:00～12:30

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

磯上公園球技場 25日 (土)

22日 (水)
〈水曜教室〉

＜小5～小6＞　  14:00～15：15
＜小１～小4＞　  15:30～16：45

小野浜公園球技場

日 （曜） 時　間 場　所

7日 (火)

23日 (木)
＜幼稚園＞     9:30～10:30

＜小１～小４＞   9:30～10：45
＜小５～小６＞   11：00～12：30

磯上公園球技場 14日 (火)

27日 (月)
＜幼稚園＞     9:30～10:30

＜小１～小４＞   9:30～10：45
＜小５～小６＞   9:30～11：00

磯上公園球技場 21日 (火)

28日 (火) ＜幼稚園～小６＞
１５：３０～１６：４５

日 （曜） 時　間 場　所 27日 (月)
夏季特別教室

＜幼稚園～小６＞
１５：３０～１６：４５

磯上公園球技場

6日 (月) 磯上公園球技場

13日 (月) 小野浜公園

日 （曜） 時　間 場　所 日 （曜） 時　間 場　所

6日 (月) 2日 (木) １６：４５～１８：００ 小野浜公園

13日 (月)

神戸少年サッカースクール　各校　7月予定表

●火曜コース

　　　　　<東校>　　　　　<本校>
●土曜コース

＜小1～小4＞
15:15～16:30

＜小5～小6＞
15:15～16:45

瀬戸公園

磯上公園

※雨天により中止になった活動の代替練習として数回実施しま
す。
　 参加出来る方はぜひご参加下さい。（火曜・土曜コース共通

瀬戸公園

１９：３０～２１：００

<大人のスクール>

<男子アカデミー>
<ガールズアカデミー>

●夏休み特別教室
   ＜幼稚園＞

   ＜小１～小6＞

15:45～17:00

●夏季特別教室（火曜・土曜コース）

※雨天により中止になった場合は予備日として7/9(木）小野浜
　　7/16（木）磯上にて活動を入れる予定です。

※（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数回実施します。
　 参加出来る方はぜひご参加下さい。

※19日の磯上Gでの練習時間ご注意下さい。
※グラウンドの都合により時間が通常と違う日があります。
　 ご確認お願いします。

１７：００～１８：１５

<キッズアカデミー>

  

◎ 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/ 

◎  ７月の生活目標 ◎  
 
 ・暑さに負けない体力をつけよ

◎ ７月の練習目標 ◎  

 

・ボールコントロール（トラップ） 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３－２－５ＩＮ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 ７月　予定表

＜対外試合クラス＞

＜ジュニアユース＞

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

神戸市少年サッカーリーグ東地区１部 神戸市少年サッカーリーグ東地区２部Ａ ミーティング ミーティング

しあわせの村球技場 しあわせの村球技場 ９：３０～１１：００ ９：３０～１１：００

VS VS 青少年会館　５F　研修室 青少年会館　５F　研修室

神戸ＦＣ Ｂ　/　ＴＭ）　なぎさＡ 神戸ＦＣ Ｃ　/　みさきＡ サッカーについての勉強会 サッカーについての勉強会

練　　習 練　　習 練　　習 練　　習

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

カナディアンアカデミー カナディアンアカデミー カナディアンアカデミー カナディアンアカデミー

網野合宿説明会 網野合宿説明会 網野合宿説明会 網野合宿説明会

９：３０～１０：１５ ９：３０～１０：１５ １０：４５～１１：４５ １０：４５～１１：４５

青少年会館　５F　レクホール 青少年会館　５F　レクホール 青少年会館　５F　レクホール 青少年会館　５F　レクホール

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

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

夏季特別教室 夏季特別教室 夏季特別教室 夏季特別教室
１１：００～１２：３０ １１：００～１２：３０ １１：００～１２：３０ １１：００～１２：３０

磯上公園 磯上公園 磯上公園 磯上公園

練習試合 練習試合 練習試合 練習試合

１３：００～１７：００ １３：００～１７：００ １３：００～１７：００ １３：００～１７：００

小野浜公園 小野浜公園 小野浜公園 小野浜公園

夏季特別教室 夏季特別教室 夏季特別教室 夏季特別教室
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

(日)

27日

(土)25日

(月)

(木)

(月)

23日

20日

19日

4日

7月

(土)

5日 (日)

11日 (土)

1日 （水） １７：３０～１９：３０　　　フィジカル　　　みなとの森

2日 （木） １７：３０～１９：３０　　　小野浜

3日 （金）

4日 （土） １５：００～１７：００　　　瀬戸公園 １５：００～１７：００　　　瀬戸公園
兵庫県ルーキーリーグ　　　13：45

垂水健康公園　　　　ＶＳ　　　バンディオンセ神戸

5日 （日） ９：００～１１：００　　　カナディアンアカデミー ９：００～１１：００　　　カナディアンアカデミー １１：００～１３：００　　　カナディアンアカデミー

6日 （月） １７：３０～１９：３０　　　小野浜 １７：３０～１９：３０　　　小野浜 １７：３０～１９：３０　　　小野浜

7日 （火） １７：３０～１９：３０　　　フィジカル　　　みなとの森

8日 （水） １７：３０～１９：３０　　　小野浜

9日 （木） １７：３０～１９：３０　　　小野浜

10日 （金）

11日 （土）
トレーニングマッチ　　　17：00、19：00

三菱和田G　　　VS　　　FCみなとGRAW
NextLeague　　　15：45

三菱和田G　　　VS　　　FCみなとGRAW
トレーニングマッチ予定

12日 （日） トレーニングマッチ予定 トレーニングマッチ予定
紅白戦　　　17：15

瀬戸

13日 （月） １７：３０～１９：３０　　　小野浜 １７：３０～１９：３０　　　小野浜 １７：３０～１９：３０　　　小野浜

14日 （火） １７：３０～１９：３０　　　小野浜

15日 （水） １７：３０～１９：３０　　　小野浜

16日 （木） １７：３０～１９：３０　　　フィジカル　　　みなとの森

17日 （金）

18日 （土）
兵庫県トップリーグ（2部B）第9節

未定　　　VS　　　バンディオンセ神戸
１７：００～１９：００　　　小野浜

兵庫県ルーキーリーグ　　　13：45
小野浜　　　　ＶＳ　　　明倫クラブ

19日 （日） OFF
NextLeague　　　15：30

瀬戸公園　　　VS　　　ロヴェスト神戸
兵庫県ルーキーリーグ　　　11：45

瀬戸公園　　　　ＶＳ　　　INAC

20日 （月）
トレーニングマッチ　　　9：30、10：50

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

磯上　　　VS　　　レディースU-15
紅白戦　　　17：15

小野浜　　　VS　　　KSSJY

21日 （火） １５：００～１７：００　　　小野浜 終業式

22日 （水）
１５：００～１７：００　　　磯上

アシスタントレフェリー講習会＠竜が台中

23日 （木） アシスタントレフェリー講習会＠ユニバー

24日 （金）

25日 （土）
兵庫県トップリーグ（2部B）第10節

未定　　　VS　　　高倉中
１７：００～１９：００　　　磯上 OFF

26日 （日）
兵庫県トップリーグ（2部B）第10節

未定　　　VS　　　高倉中
OFF １７：００～１９：００　　　磯上

27日 （月）
トレーニングマッチ　　　13：30、15：55
ユニバー球技場　　　VS　　　FC西神

トレーニングマッチ　　　14：30、15：30、16：20
ユニバー球技場　　　VS　　　FC西神

トレーニングマッチ　　　13：30、14：30、15：30
磯上　　　ＶＳ　　　レディースＵ-15

28日 （火）

29日 （水）

30日 （木） ９：００～１１：００　　　磯上

31日 （金） Bグループ：網野カップ

☆　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/

香川サマーフェスティバル
香川県観音寺市

Aグループ：7/28～7/30　香川サマーフェスティバル

Bグループ：
7/28（火）　　　　　　　　　　　　　　　OFF

　　　　　7/29（水）　　　トレーニング　　9～11時　磯上
7/30（木）　　　　　　　　　　　　　　　OFF

サマーキャンプ
アスパ五色

7月 ３年生 ２年生 １年生

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


