
神戸少年サッカースクール　各校　1２月予定表

　　　　　<本校> 　　　　　<東校>

日 （曜） 時　間 場　所

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

瀬戸公園

8日 (土)
KSS東校

親子サッカー
＜小1～小6＞ 15:15～16：45

瀬戸公園

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

瀬戸公園

22日 (土) ＜小1～小3＞　15：15～16：30
＜小4～小6＞ 15:15～16：45

瀬戸公園

日 （曜） 時　間 場　所

4日 (火)
KSS東校

親子サッカー
＜小1～小6＞ 15:00～17：00

8日 (土)
KSS東校

親子サッカー
＜小1～小6＞ 15:15～16：45

11日 (火)
＜小１～小6＞
15:45～17:00

18日 (火)
＜小１～小6＞
15:45～17:00

25日 (火)
＜小１～小6＞
15:45～17:00

●土曜コース

●火曜コース

瀬戸公園

◎ 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

◎ １２月の練習目標 ◎
・４対４

◎ １２月の生活目標 ◎
・家のお手伝いをしましょう
・外で元気に遊びましょう

時　間 場　所

3日 (月)

10日 (月)

17日 (月)
予備日

１９：３０～２１：００

21日 (金)
月曜・金曜コース交流ミニゲーム大会

19：30～21：00

時　間 場　所

21日 (金)
月曜・金曜コース交流ミニゲーム大会

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>

磯上公園

金曜コース

19：30～21：00

日 （曜） 時　間 場　所

6日 (木)
予備日＜U-8＞
17：00～18：15

磯上公園

　　　　　　※小学1・2年生の男女が対象です。

日 （曜） 時　間 場　所

3日 (月)

10日 (月)

17日 (月)
予備日＜Ｕ10・Ｕ12＞

17：00～18:15

　　　　　　※小学3年～6年生の女子が対象です。

日 （曜） 時　間 場　所

4日 (火)

11日 (火)

18日 (火)
予備日＜Ｕ10・Ｕ12＞

16：45～18:00

　　　　　　※小学3年～6年生の男子が対象です。

<キッズアカデミー　U-8＞

<ガールズアカデミー　U-12>秋季コース

＜Ｕ10・Ｕ12＞
16：45～18:00

磯上公園

磯上公園

＜Ｕ10・Ｕ12＞
17：00～18:15

<男子アカデミー　U-12・U-10>秋季コース

日 （曜） 時　間 場　所

2日 (日)
＜幼稚園＞     11:00～12:15
＜小1～小3＞   11:00～12:30
＜小4～小6＞  　  9:15～10:45

小野浜公園

9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

12日 (水)
水曜教室

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

磯上公園

16日 (日)
＜幼稚園＞     11:15～12:30
＜小1～小2＞   11:15～12:45
＜小3～小4＞  　  9:30～11:00

小野浜公園

19日 (水)

水曜教室
＜幼稚園＞ 　   16：00～17：00
＜小1～2年＞    16：00～17：15
＜小3～小6＞   16：45～18：00

磯上公園

※12/2(日)の本校はいつもと少し時間が変わっています。
※12/16(日)の3年生の時間がメールでの案内より変更になっています。
間違わないようにご注意ください。



神戸少年サッカースクール ２０１８年１２月　予定表

＜対外試合クラス＞

＜ジュニアユース＞

1日 （土） OFF
トレーニングマッチ　　　10：15、12：15

笹原中学校　　　VS　　　笹原中
兵庫県（U13)リーグ　　　9：00

笹原中学校　　　VS　　　笹原中

2日 （日）
トレーニングマッチ　　　14：45、16：15
須磨海浜　　　VS　　　ファミリアSC

NextLeague　　　13：30
須磨海浜　　　VS　　　ファミリアSC

トレーニングマッチ　　　14：45、16：15
須磨海浜　　　VS　　　ファミリアSC

3日 （月） １７：３０～１９：３０　　　磯上 １７：３０～１９：３０　　　磯上 １７：３０～１９：３０　　　磯上

4日 （火） １７：３０～１９：３０　　　フィジカル　　　磯上 １７：３０～１９：３０　　　フィジカル　　　磯上 １７：３０～１９：３０　　　フィジカル　　　磯上

5日 （水） OFF OFF OFF

6日 （木）

7日 （金）

8日 （土）
トレーニングマッチ　　　　9：30、10：30、11：30

星和台中　　　VS　　　星和台中
トレーニングマッチ　　　　9：30、10：30、11：30

星和台中　　　VS　　　星和台中
トレーニングマッチ　　　　9：30、10：30、11：30

星和台中　　　VS　　　星和台中

9日 （日） 9：00～11：00　　　須磨海浜 フィジカル　　　11：00～13：00　　　須磨海浜 9：00～11：00　　　須磨海浜

10日 （月） １７：３０～１９：３０　　　磯上 １７：３０～１９：３０　　　磯上 １７：３０～１９：３０　　　磯上

11日 （火）

12日 （水） １８：００～２０：００　　　磯上 １８：００～２０：００　　　磯上 １８：００～２０：００　　　磯上

13日 （木）

14日 （金）

15日 （土）
紅白戦　　　9：15、10：15

磯上　　　2年　　　VS　　　1・3年
紅白戦　　　9：15、10：15

磯上　　　2年　　　VS　　　1・3年
紅白戦　　　9：15、10：15

磯上　　　2年　　　VS　　　1・3年

16日 （日）
トレーニングマッチ　　　12：30

しあわせの村　　　VS　　　サンターリオFC
トレーニングマッチ　　　12：30

しあわせの村　　　VS　　　サンターリオFC
兵庫県（U13)リーグ3部Bブロック　　　11：15

しあわせの村球技場(土)　　　VS　　　サンターリオFC

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

18日 （火）

19日 （水） １８：００～２０：００　　　磯上 １８：００～２０：００　　　磯上 １８：００～２０：００　　　磯上

20日 （木）

21日 （金）

22日 （土） A-Bridge CUP A-Bridge CUP A-Bridge CUP

23日 （日） A-Bridge CUP A-Bridge CUP A-Bridge CUP

24日 （月）
クリスマスイベント　　　11～17時

磯上（地域対抗戦）
クリスマスイベント　　　11～17時

磯上（地域対抗戦）
クリスマスイベント　　　11～17時

磯上（地域対抗戦）

25日 （火）

26日 （水）
トレーニングマッチ　　　未定

姫路球スポ　　　VS　　　はりまアルビオン
トレーニングマッチ　　　11：15、12：45、14：15、15：45

姫路球スポ　　　VS　　　はりまアルビオン
兵庫県（U-13)リーグ3部Bブロック　　　10：00

姫路球技スポーツセンター　　　VS　　　アグア姫路

27日 （木） 蹴り納め　　　9：00～13：00　　　瀬戸 蹴り納め　　　9：00～13：00　　　瀬戸 蹴り納め　　　9：00～13：00　　　瀬戸

28日 （金）

29日 （土）

30日 （日）

31日 （月） スクール生のみなさま１年間お世話になりました。　２０１９年もどうぞよろしくお願いいたします。　恒例のクラブ初蹴りは１月３日（木）神戸高校Gです。　詳細は１月の予定表にてお知らせします。　　事務局一同

12月 ３年生 ２年生 １年生

Ａ Ｂ

練習 練習

１１：００～１３：００ １１：００～１３：００

須磨海浜 須磨海浜

練習 練習

９：１５～１０：４５ ９：１５～１０：４５

小野浜公園 小野浜公園

トレーニングマッチ トレーニングマッチ

９：００～１２：００ ９：００～１２：００

小野浜公園 小野浜公園

VS VS

未定 未定

練習 練習

9：30～11：00 9：30～11：00

須磨海浜 須磨海浜

勉強会 勉強会

１０：００～１１：３０ １０：００～１１：３０

青少年会館　研修室 青少年会館　研修室

トレーニングマッチ トレーニングマッチ

１３：００～１７：００ １３：００～１７：００

小野浜公園 小野浜公園

VS VS

未定 未定

トレーニングマッチ トレーニングマッチ

９：００～１３：００ ９：００～１３：００

小野浜公園 小野浜公園

VS VS

未定 未定

22日 (土)

24日 (月)
クリスマスイベント　　　地域対抗ミニゲーム大会

対象：KSSA～B全員
１１：００　集合　　９：００～１３：００　磯上公園　　　　KSSジュニアユースと一緒に地域ごとにチームを編成し対抗戦を行います。

27日 (木)
KSS蹴り納めミニゲーム大会

対象：KSSA～B全員
９：００　集合　　９：００～１３：００　瀬戸公園　　　　KSSジュニアユースと一緒に蹴り納めをします！

8日 (土)

16日 (日)

12月

1日 (土)

2日 (日)

15日 (土)

9日 (日)


