
月日 U-１２ U-１１ U-１０ 女子U-１２ 女子U-１１

４/４(土)
選考会

１５：００～１７：００
（垂水健康公園）

選考会
１３：００～１５：００
（垂水健康公園）

４/２５(土)
選考会

９：００～１２：００
（KFP岩岡グランドA面）

選考会
１５：００～１７：００

（KFP岩岡グランドA面）

選考会
１３：００～１５：００

（KFP岩岡グランドA面）

５/９(土)
選考会

１４：００～１７：００
（KFP岩岡グランドA面）

選考会
１１：００～１４：００

（KFP岩岡グランドA面）

選考会
９：００～１１：３０

（KFP岩岡グランドA面）

選考会
１１：００～１３：００

（KFP岩岡グランドB面）

選考会
９：００～１１：００

（KFP岩岡グランドB面）

５/２３(土)
選考会

１４：００～１７：００
（KFP岩岡グランドA面）

選考会
１１：００～１４：００

（KFP岩岡グランドA面）

選考会
９：００～１１：３０

（KFP岩岡グランドA面）

５/２４（日）
県トレセンリーグ第１節
（KFP岩岡グランドA面）

６/１３（土）
選考会

１４：００～１７：００
（KFP岩岡グランドB面）

選考会
９：００～１２：００

（KFP岩岡グランドB面）

６/２０（土）

６/２７（土)
練習会

１３：００～１５：００
（KFP岩岡グランドB面）

練習会
９：００～１１：００

（KFP岩岡グランドB面）

トレーニング合宿
（播磨光都サッカー場）

トレーニング合宿
（播磨光都サッカー場）

トレーニング合宿
（播磨光都サッカー場）

６/２８(日）
県トレセンリーグ第２節

（淡路）
トレーニング合宿

（播磨光都サッカー場）
トレーニング合宿

（播磨光都サッカー場）
トレーニング合宿

（播磨光都サッカー場）

７/１１（土)
練習会

１４：３０～１６：３０
（KFP岩岡グランドB面）

練習会
９：００～１１：００

（KFP岩岡グランドB面）

練習会
９：００～１１：００

（KFP岩岡グランドB面）

練習会
１５：００～１７：００

（KFP岩岡グランドB面）

練習会
１３：００～１５：００

（KFP岩岡グランドB面）

７/１８（土）
第３４回京都招待少年サッカー大会

（宝が池球技場）

７/１９（日)
第３４回京都招待少年サッカー大会

（宝が池球技場）

７/２０（月）
第１５回兵庫県選抜少女サッカー

大会
（KFP岩岡グランド）

７/２６（日）
県トレセン後期追加選考会

（播磨光都サッカー場）

８/２９（土）
都市選抜交流大会

（未定）

８/３０（日）
都市選抜交流大会

（未定）

９月 ９/２６(土)
練習会

９：００～１１：００
（KFP岩岡グランドB面）

練習会
９：００～１１：００

（KFP岩岡グランドB面）

練習会
１４：３０～１６：３０

（KFP岩岡グランドB面）

練習会
１５：００～１７：００

（KFP岩岡グランドB面）

練習会
１３：００～１５：００

（KFP岩岡グランドB面）

１０/１０（土）
練習会

９：００～１１：００
（KFP岩岡グランドB面）

練習会
１１：００～１３：００

（KFP岩岡グランドB面）

練習会
９：００～１１：００

（KFP岩岡グランドB面）

プリンセスリーグ第１節
１３：００～１７：００

（KFP岩岡グランドB面）

練習会
１１：００～１３：００

（KFP岩岡グランドB面）

１０/２４（土）
北播磨カップ

（北播衛生グランド）

練習会
１４：３０～１６：３０

（KFP岩岡グランドB面）

トレーニングマッチ
ｖｓ淡路トレセン

（アスパ五色クレー）

プリンセスリーグ第２節
１３：００～１７：００

（KFP岩岡グランドA面）

練習会
９：３０～１１：３０

（KFP岩岡グランドA面）

１０/２５（日）
北播磨カップ

（北播衛生グランド）

１１/１４(土)
練習会

９：３０～１１：３０
（KFP岩岡グランドA面）

練習会
１４：３０～１６：３０

（KFP岩岡グランドB面）

練習会
１４：３０～１６：３０

（KFP岩岡グランドB面）

プリンセスリーグ第３節
１３：００～１７：００

（KFP岩岡グランドA面）

練習会
９：３０～１１：３０

（KFP岩岡グランドA面）

１１/２２（日)
県トレセンリーグ第４節
（播磨光都サッカー場）

１１/２８(土)
練習会

１４：３０～１６：３０
（KFP岩岡グランドB面）

練習会
１４：３０～１６：３０

（KFP岩岡グランドB面）

練習会
９：３０～１１：３０

（KFP岩岡グランドA面）

練習会
９：３０～１１：３０

（KFP岩岡グランドA面）

練習会
９：３０～１１：３０

（KFP岩岡グランドA面）

１２/５（土）
第１４回西播磨杯

（播磨光都サッカー場）

１２/６（日）
第１４回西播磨杯

（播磨光都サッカー場）

１２/１２(土)
練習会

９：３０～１１：３０
（KFP岩岡グランドA面）

練習会
１４：３０～１６：３０

（KFP岩岡グランドB面）

練習会
９：３０～１１：３０

（KFP岩岡グランドB面）

プリンセスリーグ第５節
１３：００～１７：００

（KFP岩岡グランドA面）

練習会
９：３０～１１：３０

（KFP岩岡グランドB面）

１/９(土)
ＫＯＢＥニューイヤーサッカー大会

（しあわせの村）
ＫＯＢＥニューイヤーサッカー大会

（しあわせの村）
KOBEニューイヤーサッカー大会

（しあわせの村）

１/１０（日）
ＫＯＢＥニューイヤーサッカー大会

（しあわせの村）
ＫＯＢＥニューイヤーサッカー大会

（しあわせの村）
ＫＯＢＥニューイヤーサッカー大会

（しあわせの村）

１/１６（土）
トレーニングマッチ

vs神戸市トレセンU-13
（未定）

トレーニングマッチor練習会

（未定）

トレーニングマッチor練習会

（未定）

練習会

（未定）

練習会

（未定）

１/３０（土）
第１８回フレンドリー大会

（予定）
第１８回フレンドリー大会

（予定）

２/６（土）
第１８回フレンドリー大会

（予定）
第１８回フレンドリー大会

（予定）

２/７（日）
第１８回フレンドリー大会

（予定）
第１８回フレンドリー大会

（予定）

２/１１（祝）
第１８回フレンドリー大会

（予定）
第１８回フレンドリー大会

（予定）

２/１３（土）
第３６回兵庫県都市選抜

少年サッカー大会
（しあわせの村）

２/１４（日）
第３６回兵庫県都市選抜

少年サッカー大会
（しあわせの村）

２/２１（日）
県トレセンリーグ
ファイナルカップ

（赤穂）

２/２７(土)
練習会

９：３０～１１：３０
（KFP岩岡グランドB面）

４地区交流戦
９：００～１３：００

（KFP岩岡グランドA面）

４地区交流戦
１３：００～１７：００

（KFP岩岡グランドA面）

プリンセスリーグ第６節
１３：００～１７：００

（KFP岩岡グランドB面）

練習会
９：３０～１１：３０

（KFP岩岡グランドB面）

３/２１（祝）
トレセンフェスティバル

（王子スタジアム）
トレセンフェスティバル

（王子スタジアム）

３/２５（金）～２８（月）
海外キャンプ
（台湾・高雄）

海外キャンプ
（台湾・高雄）

※活動計画については都合により変わることもありますのでご了承下さい。 また、兵庫県トレーニングセンターの活動予定も兵庫県サッカー協会のホームページにアップされています。合わせてご確認下さい。

                                           ２０１５年度　神戸市トレセン Ｕ－１２　活動計画表（案）　　　　　　          　　　          2015.11.01

５月

６月

７月

トレセン説明会
（神戸市勤労会館　７Ｆ　大ホール）

１８：００～２０：００

１２月

８月

４月

３月

１月

１１月

２月

１０月


