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 サッカークラブ 

 
名称 

連絡先 
ＨＰ 

主な 
小学校区 

主な 
練習会場 

主な 
練習日 

受入 
学年 

女子ﾁｰﾑ
有無 

年間 
経費  担当者 電話 E-Mail 

1 夢野の丘サッカークラブ 牧角 090-7099-2608 
makichans-

fami@nifty.com 
www.yumenonookasc.ninja

-web.net/ 

夢野の丘小 会下山小  

神戸祇園小 名倉小他 

夢野の丘小  

菊水公園G 

水道局会下山G 
土・日・祝 

年中～小学6

年 
無し 

15.000円/年簡 

別途 遠征費 

2 なぎさFC 小泉博嗣 - h.k@hadairo.co.jp 
https://ballers.jp/club/n

agisa_fc_kobe 
神戸市中央区 なぎさ小学校 

毎週日曜、第 2・4土

曜日（※園児は日曜の

み） 

小１～小６、 

園児（年長） 
無 

1,500円/月（園児は500円

/月） 

その他、交通費・保険代・

ユニフォーム代等 

3 須磨ナイスサッカークラブ 藤井さち代 09032766835 
infosnsc@yahoo.co.j

p 
https://www.snscinfo.com/ 東落合・松尾その他 

落合中央公園多目的

グラウンド 
毎週土・日曜日・祝日 

1～6年生 

体験キッズ有 
男女混合 24000円（選手登録料別途） 

4 鹿の子台FC 西村 芳弘 090-8388-4391 
yysjy35873@gmail.co

m 
https://kanokodai-fc.com/ 

 
鹿の子台小学校 

長尾小学校 

鹿の子台小学校 

ねぶたに公園多目的

グラウンド 

土曜日、日曜日、祝日 

２−３時間程度 
年中〜小学校

6年生 
無 3〜5万円程度 

5 西灘フットボールクラブ 
橋本 

瀧野 
- 

nishinadafc1995@gma

il.com 
https://nishinadafc.wixsi

te.com/mysite 
西灘小学校 

灘の浜小学校  
西灘小学校 

毎週末の土曜日曜 

9:00～13:00 

※学年別で時間帯が

異なります 

1～6年生 なし 
月謝2,500円 

※別途スポーツ保険、開放

活動費等の諸経費あり 

6 西灘オープンスクール 
橋本 

瀧野 
- 

nishinadafc1995@gma

il.com 
https://nishinadafc.wixsi

te.com/mysite 
近隣保育園、幼稚園、 

小学校 
西灘小学校 

毎週末の日曜 

9:00～10:30 
年中～2年生 なし 

スポーツ保険、開放活動費

等あり 

7 FC成徳 吉田 --- 
fcseitoku1960 ＠

gmail.com 
http://fcseitoku1960.blog

.fc2.com/ 
成徳小、御影小 成徳小学校グランド 土、日、祝 １～６年 なし 2万円 

8 だいちサッカークラブ 成田 090-4569-6755 
dtlma46987@y
ahoo.co.jp 

https://www.instagram.com

/daichi.sc 

だいち小学校、 

東須磨小学校 
たいち小学校 土曜・日曜・祝日 年中～６年 有り 

活動費:7,000円/学期程度 

別途ユニフォーム・保険他 

9 つつじが丘ファミリーサッカー 岡部信雄 090-1957-9414 
nmhs.okabe@maia.eon

et.ne.jp 
インスタグラムにて配信 

つつじが丘小学校 

下畑台小学校 
つつじが丘小学校 

下畑台小学校 

土・日(2年生以下） 

土・日・祝・平日2回

（3年生以上） 

年中・年長 

小学生 
有 

2年生以下/15000円程度 

3年生以上/40000円程度 

10 Ascot Football Academy 三浦/橋本 080-4431-6168 afa@ascotschool.jp 

Instagram ：

ascotfootballacademy_kobe 

FB:AFAAscotFootball 

Academy Kobe 

唐櫃、有野、藤原台、鹿

の子台、その他三田市内

小学校 

アスコットフィール

ド 

スクール：月水木金 

チーム：小学生土日 

中学生平日3日土日 

幼稚園〜中学

生 
女子中学生チ

ームあり 
カテゴリーにより異なる 

11 西須磨SC 山下 090-5649-6963 
tmym-

y@alpha.ocn.ne.jp 
https://nishisumasc.jimdo

free.com 
西須磨小・若宮小 西須磨小・若宮小 土・日・祝 

幼稚園～６年

生 

なし（女子選

手可） 
２万～３万円 

12 神戸少年サッカースクール 重岡  078-252-7130 kobe-ss@kobe-fc.com https://kobe-fc.com/ 市内各地 
港島南球技場・小野

浜・須磨海浜・瀬戸 
火・水・木・土日 

幼稚園年中～

小学6年 

女子中学生チ

ームあり 
3,300円/月～ 

13 神戸FCボーイズ 小川 078-252-7130 ogawa@kobe-fc.com https://kobe-fc.com/ 市内各地 港島南球技場 月・火・水・木・土日 
小学 3年～小

学6年 

女子中学生チ

ームあり 
9,000円/月～ 

14 
神戸FC Oneday+ 

Oneday+Kids 
藤野 078-252-7130 fujino@kobe-fc.com https://kobe-fc.com/ 市内各地 港島南球技場 木 

小学 1年～小

学6年 
女子参加可能 5,500円/月 

15 ぷらいまりースクール 小川 078-252-7130 ogawa@kobe-fc.com https://kobe-fc.com/ 市内各地 港島南球技場 火 未就学児 女子参加可能 無料 

※記載できない項目は「－」。 
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