
溝の口 短期スクール

短期スクール開催のお知らせ
溝の口駅から徒歩８分の富士通ゼネラル体育館にて、

クーバー・コーチングの短期スクールを開催します！
過去2回の練習は、参加者全員が向上できるトレーニングとなりました。

スクール にとって の練習を に る内容になります。

一般参加者にとっては、新しい事を学びチャレンジする内容になります。

短期スクール概要

不定期不定期不定期不定期

開催開催開催開催

[日 程] ２０１７年 ９月２７日（水）・１０月４日（水） 両日参加可能

[時 間] U-９ １５：２５～１６：３５（７０分） U-１１ １６：４０～１７：５０（７０分）

[場 所] 富士通ゼネラル体育館 （溝の口駅より徒歩８分）

〒２１３-００１１ 川崎市高津区久本２－７－２０

[対 象] U-９ 現小学１・２・３年生 U-１１ 現小学３・４・５年生

※３年生は、両カテゴリー参加も可能です。

[内 容] クーバー・コーチング・メソッドによるトレーニングとゲーム

[定 員] 各クラス ２４名

[費 用] 1日参加 スクール生￥１，６２０－ 一般￥２，１６０－

スクール生は、10月分会費と一緒に引落し致します。

[持 物] サッカーのできる服装、シューズ（※※※※必ず室内専用をご用意ください）必ず室内専用をご用意ください）必ず室内専用をご用意ください）必ず室内専用をご用意ください）、飲み物、着替え・タオル、ヘッドガード

[雨 天 時] 体育館での開催により、雨天中止はございません。

[そ の 他] ※室内専用シューズでない場合、練習にご参加頂けません。ご注意ください。

※イベントの様子を撮った写真を、弊社プロモーション素材などに使用させて頂く事がありますので予めご了承ください。

※ 駐車場はございませんので、近隣の有料駐車場をご利用ください。

※自転車やバイクでお越しの場合は、体育館敷地内の駐輪、駐車スペースをご利用ください。

※一般参加者の怪我、事故については当日の応急処置のみ行います。保険の適用はされません。

各自スポーツ保険への加入をお勧めいたします。

※１８時より他の団体が施設を使用いたします。練習終了後、１８時までに施設より退出頂きますようご協力お願い致します。

申込方法＆支払方法

川崎信用金庫 久地支店 普通口座 ０２０２７６１ カブシキガイシャ ビリーブ

[ 申込 方法 ] HPよりお申込みください。 問合せ先：０４４－３２２－０４２４ （多摩宿河原校）

[キャンセル] 申込後キャンセル希望される方は、各イベント開催日の1週間前までは振込 を いた をご します。

各イベント開催日の１週間前を てか は、キャンセル １００ （参加費 ）を ますのでご 下さい。

[ 支払 方法 ] 申し込み後、１週間以内に下記口座に参加費をお振込ください。

（お願い） 振込依頼人は参加するお子様の氏名を必ず打電してください。

※お支払いただく、参加費は の参加費用をご確認ください。

： スクール27日・４日・・・ ￥４，３２０ ※振込 は、お 様のご となります。



【日 程】 10月15日（日）

【場 所】 富士通ゼネラル体育館（JR南武線/東急田園都市線 溝の口駅より徒歩8分）

〒213-0011 川崎市高津区久本2-7-20

【持ち物】 サッカーボール・GKグローブ・シューズ（室内専用）･すね当て･飲み物･ヘッドガード（スクール生のみ）

【雨天時】 体育館での開催により、雨天中止はありません。

【問合せ】 TEL：044-322-0424（多摩宿河原校）

【その他】 ・室内専用シューズでない場合、練習にご参加いただけません。

・ 場のご用 はありません。 の 場 は、 の 通 をご 用ください。

・ バイクでお しの場合は体育館 地内の ス ースをご 用いただけます。

・一般参加者のけが、事 につ ましては当日の 急 のみ います。 ご ください。

・当イベントで した を ーム ージ で 用させていただく場合があります。

溝の口初開催！！

テーマ：シュートストップ キャッチング の向上と
GK経験者・・・現在のキャッチングスキルは完璧ですか？

GK初心者・・・何でボールが捕れないの？何でシュートに身体が追いつかないの？

育 のGKレベルは様々で抱えている課題も様々です。

クーバー・コーチングのGKプロジェクトスタッフが段階を追って指導するので、

GK上級者もGK初心者もどなたでもご参加いただけます！ご参加お待ちしています。

溝の口 1Dayイベント
ゴールキーパークリニック

ゴールキーパークリニック開催概要

申込＆支払方法

【申込開始】 随時受付 ※先着順。定員の場合はキャンセル待ちとなります。

【申込方法】 HP申込フォーム：多摩宿河原校→イベント案内→同イベント

※「ご ・ご 問」 にGKの経験 をご ください。

【支払方法】 お申込受付後、必ずスタッフよりご連絡いたします。

◆スクール生： 費と合 せて 。

◆一般：下記の口座へ参加費をお振込ください。

◆振込依頼人は必ず参加するお子様のお名前を打電してください。※振込 はお 様のご となります。

川崎 用 久地支店 （普）0202761 カブシキガイシャ ビリーブ

【そ の 他】 10月9日（月）以 のキャンセルにつ ましては、 として参加費の をいただ ます。



【日 程】 ①10月15日（日）U-12 19:30 20:50（80分）

②10月22日（日）U-9 17:00-18:30（90分） U-12 18:30-20:00（90分）

【場 所】 ①富士通ゼネラル体育館 （川崎市高津区久本2-7-20）

※ 場ご いません。 の 場をご 用ください。

②多摩川球’s倶楽部フットサル・ソサイチ（川崎市多摩区宿河原7-2328）

※ 場あり。 に 場 用 をお支払ください。

【対 象】 ①U-12 小学4・5・6 生 ②U-9 小学1・2・３ 生 U-12 小学4・5・6 生

【内 容】 ミニゲームと5人制または6人制のゲーム（ 人 の場合は、内容を いたします。）

【定 員】 ①20名 ②各カテゴリー25名 （先着順）

【費 用】 ①スクール生：￥1,080- 一般参加者：￥1,620-

②スクール生：￥1,620- 一般参加者：￥2,160-

【持ち物】 サッカーボール・シューズ（室内専用）･すね当て･飲み物･ヘッドガード（スクール生のみ）

【雨天時】 ①体育館での開催により、雨天中止はありません。②練習開始1時間前にＨＰをご確認ください。

【その他】 ・①室内専用シューズでない場合、練習にご参加いただけません。

・一般参加者のけが、事 につ ましては当日の 急 のみ います。 ご ください。

・当イベントで した を ーム ージ で 用させていただく場合があります。

個人参加型 サッカー ゲームイベント！！

コーチング一 なし、レベルに なく にゲーム を イベントです！

「練習した事をゲームでチャレンジしたい！」

「チーム以外でもっと試合を経験したい！」

そんなお子様に最適です！是非お友達と一緒にご参加ください！！

宿河原校

個人参加型 ゲームイベント

開催概要

申込＆支払方法
【申込開始】 随時受付 ※先着順。定員の場合はキャンセル待ちとなります。

【申込方法】 HP申込フォーム：多摩宿河原校→イベント案内→同イベント

【支払方法】 お申込受付後、必ずスタッフよりご連絡いたします。

◆スクール生： 費と合 せて 。

◆一般：下記の口座へ参加費をお振込ください。

◆振込依頼人は必ず参加するお子様のお名前を打電してください。

※振込 はお 様のご となります。

川崎 用 久地支店 （普）0202761 カブシキガイシャ ビリーブ

【そ の 他】 10月9日（月）以 のキャンセルにつ ましては、 として参加費の をいただ ます。


