
神戸少年サッカースクール　各校　11月予定表

　　　　　<本校> 　　　　　<東校>

◎ 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

◎ １１月の練習目標 ◎
・ボレーキック
・２対２からのシュート

◎ １１月の生活目標 ◎
・親子でスポーツをしよう
・爪を切りましょう

日 （曜） 時　間 場　所

4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

7日 (水)
水曜教室

＜小1＞  16:00～17：15
＜小3～小4＞  17:00～18：15

磯上公園

11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

須磨海浜

14日 (水)

水曜教室
＜幼稚園＞　　16：00～17：00
＜小2＞　　　  16:00～17：15
＜小5～小6＞  17:00～18：15

磯上公園

18日 (日)
＜幼稚園＞     11:15～12:30
＜小1～小2＞   11:15～12:45
＜小5～小6＞  　  9:30～11:00

小野浜

18日 (日)
本校・分校交流戦

＜小3～小4＞　12：45～17：00 小野浜

21日 (水)
水曜教室

＜小5～小6＞  17:00～18：15 磯上公園

25日 (日)

キッズサッカーフェスティバル(希望者)

＜幼稚園＞     10：00～12:00
＜小1＞   12：00～14:00

＜小2＞  　  14:00～16:00

ユニバー球技場サブ

28日 (水)
水曜教室

＜小1～小2＞  16:00～17：15
＜小3～小4＞  17:00～18：15

磯上公園

時　間 場　所

5日 (月)

12日 (月)

19日 (月)

26日 (月)

時　間 場　所

2日 (金)

16日 (金)

磯上公園19：30～21：00

金曜コース

19：30～21：00 磯上公園

月曜コース

<大人のスクール秋季コース>

日 （曜） 時　間 場　所

10日 (土)

17日 (土)

18日 (日)
本校・分校交流戦

＜小3・4＞　12：45～17：00 小野浜公園

24日 (土)
＜小1～小3＞　15:15～16:30
＜小4～小6＞　15:15～16:45 瀬戸公園

25日 (日)
キッズサッカーフェスティバル(希望者)

＜小1＞　12：00～14：00
＜小2＞ 14：00～16：00

ユニバー球技場サブ

11/3(土)は音楽会の学校が多数のため東校はありません。

日 （曜） 時　間 場　所

6日 (火)

13日 (火)

18日 (日)
本校・分校交流戦

＜小3・4＞　12：45～17：00 小野浜公園

25日 (日)
キッズサッカーフェスティバル(希望者)

＜小1＞　12：00～14：00
＜小2＞ 14：00～16：00

ユニバー球技場サブ

●土曜コース

●火曜コース

※11/20(火)・11/27(火)は会場が取得できないため東校はありません。11/18(日)の交流戦、11/25の
キッズサッカーフェスティバルへご参加ください。

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

＜小１～小6＞
15:45～17:00 瀬戸公園

日 （曜） 時　間 場　所
1日 (木)
8日 (木)

15日 (木)
22日 (木)
29日 (木)

　　　　　　※小学1・2年生の男女が対象です。

日 （曜） 時　間 場　所
20日 (火)
27日 (火)

　　　　　　※小学3年～6年生の男子が対象です。

日 （曜） 時　間 場　所
5日 (月)

12日 (月)
19日 (月)
26日 (月)

　　　　　　※小学3年～6年生の女子が対象です。

＜Ｕ12＞
17：00～18:15

磯上公園

<ガールズアカデミー　U-12>秋季コース

<男子アカデミー　U-12・U-10>秋季コース

＜Ｕ10・Ｕ12＞
17：00～18:15

磯上公園

＜U-8＞
17：00～18：15

磯上公園

KR＆AC体育館

<キッズアカデミー　U-8＞秋季コース



神戸少年サッカースクール ２０１８年１１月　予定表

＜対外試合クラス＞

＜ジュニアユース＞

1日 （木）

2日 （金）

3日 （土） １７：００～１９：００　　　磯上
兵庫県クラブユース新人戦　1次リーグ第2節　　　12：30

赤穂海浜　　　VS　　　VIVO
１７：００～１９：００　　　磯上

4日 （日） ９：００～１１：００　　　小野浜
兵庫県クラブユース新人戦　1次リーグ第3節　　　12：30

アスパクレー　　　VS　　　FC川西
９：００～１１：００　　　小野浜

5日 （月） １７：３０～１９：３０　　　磯上 １７：３０～１９：３０　　　磯上 １７：３０～１９：３０　　　磯上

6日 （火）

7日 （水） １７：３０～１９：００　　　磯上 １７：３０～１９：００　　　磯上 １７：３０～１９：００　　　磯上

8日 （木）

9日 （金）

10日 （土） ９：００～１１：００　　　須磨海浜 ９：００～１１：００　　　須磨海浜 ９：００～１１：００　　　須磨海浜

11日 （日）
トレーニングマッチ　　　13：30、14：30、15：30

須磨海浜　　　VS　　　KSS5年、KSS6年
兵庫県クラブユース新人戦　1次リーグ第4節　　　13：45

三木山総合　　　VS　　　V伊丹
トレーニングマッチ　　　13：30、14：30、15：30

須磨海浜　　　VS　　　KSS5年、KSS6年

12日 （月） １７：３０～１９：３０　　　磯上 １７：３０～１９：３０　　　磯上 １７：３０～１９：３０　　　磯上

13日 （火）

14日 （水） １８：００～２０：００　　　磯上 １８：００～２０：００　　　磯上 １８：００～２０：００　　　磯上

15日 （木）

16日 （金）

17日 （土） １７：００～１９：００　　　磯上
兵庫県クラブユース新人戦　1次リーグ第5節　　　14：00

芦屋中央公園　　　VS　　　芦屋SC
１７：００～１９：００　　　磯上

18日 （日）
トレーニングマッチ　　　12：45、13：45、15：45

東久代運動場　　　VS　　　アリバSC
トレーニングマッチ　　　12：45、14：45、16：15

東久代運動場　　　VS　　　アリバSC
兵庫県（U13)リーグ　　　11：30

東久代運動場　　　VS　　　アリバSC

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

20日 （火）

21日 （水） １８：００～２０：００　　　磯上 １８：００～２０：００　　　磯上 １８：００～２０：００　　　磯上

22日 （木）

23日 （金） ９：００～１１：００　　　須磨海浜
兵庫県クラブユース新人戦　1次リーグ第6節　　　11：15

サンブロススポーツフィールド　　　VS　　　神野SC
トレーニングマッチ　　　15：00、16：00

サンブロススポーツフィールド　　　VS　　　未定

24日 （土） １５：００～１７：００　　　瀬戸公園 兵庫県クラブユース新人戦　1次リーグ 予備日 １５：００～１７：００　　　瀬戸公園

25日 （日）
キッズフェスティバル運営手伝い　　　９：００～１７：００

ユニバーサブ
キッズフェスティバル運営手伝い　　　９：００～１７：００

ユニバーサブ
キッズフェスティバル運営手伝い　　　９：００～１７：００

ユニバーサブ

26日 （月） １７：３０～１９：３０　　　磯上

27日 （火）

28日 （水） １７：３０～１９：００　　　磯上

29日 （木）

30日 （金）

期末テスト休み

11月 ３年生 A B

期末テスト休み

Ａ Ｂ

少年リーグ戦Day
入らなければ 練習

練習 ９：３０～１１：００

９：３０～１１：００ 小野浜公園

小野浜公園

少年リーグ戦Day
入らなければ トレーニングマッチ

トレーニングマッチ 12：45～17：00

12：45～17：00 須磨海浜

須磨海浜

少年リーグ戦Day

リーグ入ればリーグ戦へ

入らなければ OFF

OFF

少年リーグ戦Day
リーグ入ればリーグ戦へ 練習

９：３０～１１：００

入らなければ 小野浜公園

9：30～11：00　　小野浜

少年リーグ戦Day
リーグ入ればリーグ戦へ 練習

９：００～１１：００

入らなければ 須磨海浜

トレーニングマッチ　9～13時　　須磨海浜

彦根FC招待大会(選考メンバーのみ)
練習

１７：００～１９：００ 未定

磯上公園 滋賀県

少年リーグ　
瀬戸公園

OFF ９：３０　　三宮A　　／　　12：00　コスモF（TM)

18日 (日)

17日 (土)

11月

11日 (日)

4日 (日)

25日 (日)

23日 (金)

24日 (土)


