
タルスポ利用日 5月6日 5月20日 6月3日

キャンセル可能日 半面
キャンセル済

半面
キャンセル済

キャンセル

午後

【 ★ 5/14
]

東舞子小 霞ヶ丘小 緑地公園

試合

5/3 試合 5/3

(水) ○ 13：00～16：00 (水)

祝日 ○ 15：00～17：00 祝日

○ 13：00～15：00

休養日

休養日

○ 13：00～16：00

5/4 試合 5/4

(木) 試合 (木)

祝日 ○ 13：00～15：00 祝日

試合

休養日

休養日

試合

5/5 試合 ○ 13：00～17：00 5/5

(金) 試合 ○ 13：00～15：00 (金)

祝日 試合 祝日

試合

○ 13：00～15：00 東舞子第２

休養日

試合 申請不可日

5/6 試合 申請不可日 5/6

(土) 試合 申請不可日 (土)

第1 ○ 申請不可日 11：00～13：00 垂スポ西側 第1

○ 申請不可日 11：00～13：00 垂スポ西側

○ 申請不可日 9：00～11：00 垂スポ西側

○ 申請不可日 9：00～11：00 垂スポ西側

試合

5/7 ○ 9：00～12：00 5/7

(日) ○ 13：00～16：00 (日)

第1 試合 第1

○ 13：00～15：00

休養日

○ 9：00～11：00

○ 15：00～17：00 陸上部使用

5/13 休養日 5/13

(土) ○ 9：00～12：00 (土)

第2 ○ 15：00～17：00 第2

○ 13：30～15：00

○ 13：30～15：00

休養日

試合

5/14 試合 5/14

(日) 試合 (日)

第2 ○ 13：00～16：00 第2

○ 13：00～16：00

○ 13：00～15：00 東舞子第２

○ 8：30～10：30

試合 申請不可日

5/20 試合 申請不可日 5/20

(土) ○ 申請不可日 13：00～17：00 垂スポ西側 (土)

第3 ○ 申請不可日 13：00～17：00 垂スポ西側 第3

試合 申請不可日

試合 申請不可日

○ 14：30～17：00 申請不可日

試合

5/21 ○ 9：00～12：00 5/21

(日) ○ 8：30～12：30 (日)

第3 試合 第3

○ 8：30～11：30

ｾﾝｱｰﾉ神戸カップ戦（６年，ｻﾝﾌﾞﾛｽ新宮）

リーグ戦（５年，室谷公園）→練習

練習→交流試合（４年，六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ新地域Ｇ）

小部ｷｯｽﾞカップ（３年，惣山グラウンド）

交流試合（２年，惣山グラウンド）

5年

4年

3年

2年

4年

3年

2年

みどり
の日

1年・園児 みどり
の日女子部

こども
の日

1年・園児 こども
の日女子部

【備考】 ※東舞子（午後）

【備考】 ※東舞子（午後）

6年

憲法記
念日

1年・園児
憲法記
念日女子部

【備考】 ※東舞子（午後）

6年 交流試合（６年，芦屋中央公園）

リーグ戦（５年，ＫＦＰ岩岡）5年

4年

3年

2年

6年 リーグ戦（５年，ＫＦＰ岩岡）

リーグ戦（４年，ＫＦＰ岩岡）

ｸﾞﾗｼｵﾝ主催ｻｯｶｰﾌｪｽﾀ（２年，服部緑地）

5年

6年 交流試合（６年，ドリステ）

交流試合（３年，上が池公園）

リーグ戦プログラム受け取り（１７：３０～，しあわせの村研修館）

4種代表者会議（１８：３０～，しあわせの村研修館）

5年

4年

3年

2年

6年 リーグ戦（６年，但馬ドーム）

交流試合（５年，しあわせの村）

交流試合（２年，共同学苑）

★交流試合（１年，しあわせの村）

コーチ会議（17：30～，東舞子小クラブハウス）

※タルスポ東側キャンセル済

5年

4年

3年

2年

1年・園児

女子部

【備考】 ※東舞子（午後）

6年 交流試合（６年，淡路佐野運動公園）

交流試合（５年，小野ゴールデンスター）

リーグ戦（４年，東町小）

5年

4年

3年

2年

1年・園児

女子部

【備考】 ※東舞子（午後）

6年 ※霞ヶ丘小オープンスクールの為
１３時３０分以降入場

西地区代表者会議（１８：００～，学園都市 ユニティ２Ｆセミナー室２）

5年

4年

3年

2年

1年・園児

女子部

【備考】 ※東舞子（午前）　・　霞が丘（午後）　　霞ヶ丘小オープンスクール

6年 旭ＦＣｼﾞｭﾆｱカップ戦（６年，小野希望の丘アレオ）

交流試合（３年，総合運動公園）5年

4年

3年

2年

1年・園児

女子部

【備考】 ※東舞子（午前）　・　霞が丘（午後）

6年 旭ＦＣｼﾞｭﾆｱカップ戦（６年，下東条コミセングランド）

リーグ戦（５年，ＫＦＰ岩岡）

交流試合（４年，若草小）

タルスポ東側半面キャンセル済

5年

4年

3年

2年

1年・園児

女子部

【備考】 ※グランド割り当てなし

５ 月の練習・試合・大会・トレセン等の予定

5/18 】版 追加訂正　　( )←前回連絡日 神戸市トレセン予定 西地区トレセン予定

日付 学年
参
考

練
習

練習会場
日付 【参考】　試合・大会・トレセン予定［（リーグ戦予定）はチーム名］

垂スポ・その他

1/2

https://www.kobe-fa.gr.jp/category/4th/tech-board/
http://www.paw.hi-ho.ne.jp/west/
https://www.kobe-fa.gr.jp/category/4th/tech-board/
http://www.paw.hi-ho.ne.jp/west/


東舞子小 霞ヶ丘小 緑地公園
日付 学年

参
考

練
習

練習会場
日付 【参考】　試合・大会・トレセン予定［（リーグ戦予定）はチーム名］

垂スポ・その他

○ 9：00～11：00 東舞子第２

○ 9：00～11：00

○ 9：00～12：00

5/27 試合 5/27

(土) 試合 (土)

第4 ○ ★ 13：00～15：00 第4

○ ★ 13：00～15：00

○ 9：00～11：00 東舞子第２

○ 9：00～11：00

○ 13：00～16：00

5/28 ○ 8：30～12：30 5/28

(日) 試合 (日)

第4 試合 第4

試合

○ 13：00～15：00 東舞子第２

試合

6年 リーグ戦（４年，★ＫＦＰ岩岡）

リーグ戦（３年，高津橋小）

リーグ戦（２年，狩場台小）

★リーグ戦（女子，八多ダンロップ）

5年

4年

3年

2年

1年・園児

女子部

【備考】 ※東舞子（午後）

6年 交流試合（５年，岩岡小）

リーグ戦（４年，ＫＦＰ岩岡）5年

4年

3年

2年

1年・園児

女子部

【備考】 ※東舞子（午前）　・　霞が丘（午後）

交流試合（６年，ドリステ）

交流試合（３年，上が池公園）

リーグ戦プログラム受け取り（１７：３０～，しあわせの村研修館）

4種代表者会議（１８：３０～，しあわせの村研修館）1年・園児

女子部

【備考】 ※東舞子（午前）
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