
神戸少年サッカースクール　各校　1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

◎ １月の練習目標 ◎
・４対４(スモールゲームでたくさんボールに関わろう！）

◎ １月の生活目標 ◎
・１年の計は元旦にあり（2019年の目標を掲げよう！）
・規則正しい生活をしましょう

時　間 場　所

7日 (月)

21日 (月)

28日 (月)

時　間 場　所

18日 (金) 19：30～21：00 磯上公園

月曜コース

<大人のスクール冬季コース>

磯上公園19：30～21：00

金曜コース

日 （曜） 時　間 場　所

12日 (土)

19日 (土)

26日 (土)

日 （曜） 時　間 場　所

8日 (火)

15日 (火)

22日 (火)

29日 (火)

●土曜コース

●火曜コース

＜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

6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

9日 (水)
水曜教室

＜小1＞   　　　　16：00～17：15
＜小3～小4＞   16：45～18：00

磯上公園

13日 (日)
＜幼稚園＞     11:15～12:30
＜小1～小2＞   11:15～12:45
＜小3・4・小6＞    9:30～11:00

須磨海浜

16日 (水)
水曜教室

＜小2年＞　    16：00～17：15
＜小5～小6＞   16：45～18：00

磯上公園

20日 (日)
＜幼稚園＞     11:15～12:30
＜小1～小3＞   11:15～12:45
＜小4・小5＞    9:30～11:00

小野浜公園

23日 (水)

水曜教室
＜幼稚園＞ 　   16：00～17：00
＜小2＞ 　　　   16：00～17：15
＜小3～小4＞   16：45～18：00

磯上公園

30日 (水)
水曜教室

＜小1＞  　　　  16：00～17：15
＜小5～小6＞   16：45～18：00

磯上公園

日 （曜） 時　間 場　所

10日 (木)

17日 (木)

24日 (木)

31日 (木) KR&AC体育館

　　　　　　※小学1・2年生の男女が対象です。

日 （曜） 時　間 場　所

15日 (火)

22日 (火)

29日 (火)

　　　　　　※小学3年～6年生の男子が対象です。

日 （曜） 時　間 場　所

21日 (月)

28日 (月)

　　　　　　※小学3年～6年生の女子が対象です。

磯上公園

磯上公園
＜Ｕ12＞

17：00～18:15

<男子アカデミー　U-12・U-10>冬季コース

<ガールズアカデミー　U-12>冬季コース

<キッズアカデミー　U-8＞冬季コース

＜U-8＞
17：00～18：15

＜Ｕ10・Ｕ12＞
16：45～18:00 磯上公園



神戸少年サッカースクール ２０１９年１月　予定表

＜対外試合クラス＞

＜ジュニアユース＞

1日 （火）

2日 （水）

3日 （木）

4日 （金）

5日 （土） OFF

6日 （日） １１：００～１３：００　　　須磨海浜

7日 （月） １７：３０～１９：３０　　　磯上 １７：３０～１９：３０　　　磯上 １７：３０～１９：３０　　　磯上

8日 （火）

9日 （水） １７：１５～１９：００　　　磯上 １７：１５～１９：００　　　磯上 １７：１５～１９：００　　　磯上

10日 （木）

11日 （金）

12日 （土） １５：００～１７：００　　　瀬戸
フェニックスリーグ　　　１０：００
小野浜　　　VS　　　星和台中

フェニックスリーグ応援＆１５：００～１７：００　　　瀬戸

13日 （日） ９：００～１１：００　　　須磨海浜 ９：００～１１：００　　　須磨海浜 １１：００～１３：００　　　須磨海浜

14日 （月）
トレーニングマッチ予定　　　午後

六甲学院　　　VS　　　未定
1年生応援＆トレーニングマッチ予定　　　午後

六甲学院　　　VS　　　未定
第21回兵庫県中学生選手権（U-13）神戸市予選1回戦　　　10：45

六甲学院　　　VS　　　本山中

15日 （火）

16日 （水） １７：１５～１９：００　　　磯上 １７：１５～１９：００　　　磯上 １７：１５～１９：００　　　磯上

17日 （木）

18日 （金）

19日 （土） １５：００～１７：００　　　瀬戸 １５：００～１７：００　　　瀬戸 １５：００～１７：００　　　瀬戸

20日 （日） １３：００～１５：００　　　小野浜 １３：００～１５：００　　　小野浜
第21回兵庫県中学生選手権（U-13）神戸市予選2回戦　　　12：00

玉津中　　　VS　　　サンターリオFC

21日 （月） １７：３０～１９：３０　　　磯上 １７：３０～１９：３０　　　磯上 １７：３０～１９：３０　　　磯上

22日 （火）

23日 （水） １８：００～２０：００　　　磯上 １８：００～２０：００　　　磯上 １８：００～２０：００　　　磯上

24日 （木）

25日 （金）

26日 （土）
第9回　かもめ杯　　　9～17
淡路佐野　　　ＶＳ　　　未定

第9回　かもめ杯　　　9～17
淡路佐野　　　ＶＳ　　　未定

第9回　かもめ杯　　　9～17
淡路佐野　　　ＶＳ　　　未定

27日 （日）
第9回　かもめ杯　　　9～17
淡路佐野　　　ＶＳ　　　未定

第9回　かもめ杯　　　9～17
淡路佐野　　　ＶＳ　　　未定

第21回兵庫県中学生選手権（U-13）神戸市予選3・4回戦　　　10：45
ドリームステップ　　　VS　　　3回戦進出チーム

28日 （月） １７：３０～１９：３０　　　磯上 １７：３０～１９：３０　　　磯上 １７：３０～１９：３０　　　磯上

29日 （火）

30日 （水） １８：００～２０：００　　　磯上 １８：００～２０：００　　　磯上 １８：００～２０：００　　　磯上

31日 （木）

串本遠征

1月 ３年生 ２年生 １年生

新年　明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。　　　事務局一同

串本遠征

初蹴り　　　９：４５～１２：００
神戸高校

Ａ B

トレーニングマッチ トレーニングマッチ

８：４５～１３：００　　　磯上公園　　　対　　　灘JFC ８：４５～１３：００　　　磯上公園　　　対　　　センアーノ神戸

練習 練習

９：３０～１１：００　　　須磨海浜 ９：３０～１１：００　　　須磨海浜

勉強会 勉強会

９：１５～１０：１５　　　青少年会館　　　視聴覚室 １０：３０～１１：３０　　　青少年会館　　　視聴覚室

練習 春季ライオンズ杯

９：３０～１１：００　　　須磨海浜 KFP岩岡A1　　　２回戦　１５：０５　　　ヴィッセル神戸・高倉台SCの勝者

神戸SSJY1年生　U-13選手権自由観戦＆応援 神戸SSJY1年生　U-13選手権自由観戦＆応援

六甲学院中　１０：４５　　対　　本山中学校 六甲学院中　１０：４５　　対　　本山中学校

東舞子カップ OFF

淡路佐野運動公園　　　時間、対戦相手　未定

東舞子カップ 勝っていれば春季ライオンズ杯、負けていれば小野浜　9：30～11：00でトレーニング

淡路佐野運動公園　　　時間、対戦相手　未定 KFP岩岡A2、A1　　　３回戦　１１：２０　対　3回戦進出チーム、４回戦　１４：０５　対　4回戦進出チーム

OFF フレンドリー大会

KFP岩岡A2 　　　1回戦　11：10　対　西神中央　/　2回戦　12：50　対　塩屋とロヴェストの勝者

フエゴ招待　卒団大会 勝っていれば春季ライオンズ杯、負けていればOFF

西宮中央公園　　　　試合時間、対戦相手　未定 しあわせの村　運動広場　Aコート　　　準決勝　１０：１５　対　準決勝進出チーム、決勝　１２：０５　対　決勝進出チーム
27日 (日)

20日 (日)

26日 (土)

13日 (日)

14日 (月)

19日 (土)

12日 (土)

1月

3日 (木)

5日 (土)

初蹴り

９：４５～１２：１５　　　神戸高校

6日 (日)


