
日 （曜） 時　間 場　所 日 （曜） 時　間 場　所

1日 (水) 水曜教室
＜小3～小6＞  16：45～18：00 4日 (土)

8日 (水)
水曜教室

＜幼稚園＞　　15：45～16：45
＜小1～小2＞ 16：00～17：15

11日 (土)

12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

18日 (土)

15日 (水)
水曜教室

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

25日 (土)

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

19日 (日)
＜幼稚園＞
　　JFAユニクロサッカーキッズ ノエビアスタジアム 7日 (火)

26日 (日)
＜幼稚園＞     10:45～12:15
＜小1～小3＞   10:45～12:15
＜小4～小6＞   9:00～10:30

カナディアンアカデミー 14日 (火)

21日 (火)

28日 (火)

日 （曜） 時　間 場　所

6日 (月)
＜Ｕ10・Ｕ12＞
17：00～18：15

小野浜公園 日 （曜） 時　間 場　所

13日 (月)
＜Ｕ10・Ｕ12＞
17：00～18：15

小野浜公園 2日 (木) 磯上公園

20日 (月)
＜Ｕ10・Ｕ12＞
17：00～18：15

小野浜公園 9日 (木) KR＆AC体育館

　　　　　　※小学3年～6年生の男女が対象です。
16日 (木) 磯上公園

23日 (木) KR＆AC体育館

　　　　　　※小学1年生・2年生の男女が対象です。

日 （曜） 時　間 場　所

6日 (月)

13日 (月)

20日 (月)

27日 (月)

19：30～21：00
磯上公園

＜小１～小6＞
15:45～17:00

瀬戸公園球技場

<男子アカデミー　・　ガールズアカデミー>
春季コース

<キッズアカデミー＞春季コース

<大人のスクール春季コース>

※グラウンドの都合により時間がいつもと違う日があります。
　　ご注意下さい。

瀬戸公園球技場

＜U-8＞
17：00～18：15

神戸少年サッカースクール　各校　６月予定表

　　　　　<東校>　　　　　<本校>
●土曜コース

●火曜コース

磯上公園球技場

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

◎ 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/

◎ 6月の生活目標 ◎

・早寝 早起きをしよう

◎ 6月の練習目標 ◎

・ドリブル
・ボールの奪い合い（突破）

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 ２０１６年　６月　予定表

＜対外試合クラス＞

＜ジュニアユース＞

1日 （水） １７：３０～１９：３０　　　小野浜

2日 （木） １７：３０～１９：３０　　　小野浜

3日 （金）

4日 （土）
トレーニングマッチ　　　13～19

須磨海浜　　　VS　　　未定
トレーニングマッチ　　　13～19

須磨海浜　　　VS　　　未定
トレーニングマッチ　　　13～19

須磨海浜　　　VS　　　未定

5日 （日） １７：００～１９：００　　　小野浜 １７：００～１９：００　　　小野浜 １７：００～１９：００　　　小野浜

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　　　小野浜

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）
神戸市フェニックスリーグ第7節

9：30
友が丘中　　　VS　　　友が丘中

トレーニングマッチ　　　11：00、
13：00

友が丘中　　　VS　　　友が丘中

トレーニングマッチ　　　14：00、
15：00

友が丘中　　　VS　　　友が丘中

12日 （日） １７：００～１９：００　　　小野浜 １７：００～１９：００　　　小野浜 １７：００～１９：００　　　小野浜

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　　　小野浜

17日 （金）

18日 （土）
神戸市フェニックスリーグ第6節

9：30
須磨海浜　　　VS　　　有野中

NextLeague ルーキー

19日 （日）

20日 （月）

21日 （火）

22日 （水）

23日 （木）

24日 （金）

25日 （土）

26日 （日）

27日 （月） １７：３０～１９：３０　　　小野浜 １７：３０～１９：３０　　　小野浜 １７：３０～１９：３０　　　小野浜

28日 （火） １７：３０～１９：３０　　　小野浜

29日 （水） １７：３０～１９：３０　　　小野浜

30日 （木） １７：３０～１９：３０　　　小野浜

℡　２５２－７９９６　　

連絡版　http://kfc-kss.sblo.jp/
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6月 ３年生 ２年生 １年生

http:

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

ミーティング ミーティング ミーティング ミーティング

９：４５～１１：４５ ９：４５～１１：４５ ９：４５～１１：４５ ９：４５～１１：４５

神戸市青少年会館５F 神戸市青少年会館５F 神戸市青少年会館５F 神戸市青少年会館５F

レクホール レクホール レクホール レクホール

練習 練習 練習 トレーニングマッチ予定

９：３０～１１：００ ９：３０～１１：００ ９：３０～１１：００ ※詳細決まり次第連絡します

磯上公園 磯上公園 磯上公園 入らなければ磯上で練習

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

磯上公園 磯上公園

VS VS

センアーノB　/　TM）コスモA KFCC　/　なぎさB

練習 練習 神戸市少年サッカーリーグ東地区２部B 練習

９：３０～１１：００ ９：３０～１１：００ 六甲運動公園 ９：３０～１１：００

磯上公園 磯上公園 VS 磯上公園

神戸NKA　/　コスモE

神戸市少年サッカーリーグ　東地区１部 練習 練習 練習

瀬戸公園 ９：００～１０：３０ ９：００～１０：３０ ９：００～１０：３０

VS 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

なぎさA　/　TM)コスモA

26日 (日)

6月

12日 (日)

18日 (土)

19日 (日)

11日 (土)


