
多摩宿河原校
2017 夏季イベントのお知らせ

申込方法＆支払方法

８月限定入会概要 （既存のスクール生と練習し、レベルアップを目指します！）

クラスの設定などスクールの を

限定入会とは入会 がかから 、1ヶ月の のみでスクールに参加していただけます。

正式入会される前に複数回スクールに参加してみたい方や、短期間でのスクール参加をご希望の方にピッタリ！

[日 程] ２０１７ 7月・８月の練習開催日に３回参加可能（ 面の練習ス ュール参 ）

[内 容] クーバー・コーチング・サッカースクール通常スクールへ１ヶ月間、練習参加

[定 員] 各クラス、空き枠分（ 面をご確認ください）

[コ － ス] 週１回コース（3回）・週２回コース（6回）よりお選びいただけます。（ご指定の曜日に１ヶ月通っていただきます）

[費 用] 面をご確認ください。

[そ の 他] 限定入会参加後、正 にご入会いただく場合は、入会 （￥５，４００）が発生いたします。

サマースクール概要 ≪サマースクールで基礎技術と個人戦術を確認しよう！≫

【 申込方法 】 電話 orメールにてお申込みください。 TELTELTELTEL：０４４－３２２－０４２４ EEEE----mailmailmailmail：shukugawara_coerver@clock.ocn.ne.jpshukugawara_coerver@clock.ocn.ne.jpshukugawara_coerver@clock.ocn.ne.jpshukugawara_coerver@clock.ocn.ne.jp

【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 数 を いた をご 致します。
各イベント開催日の１週間前を てからは、キャンセル １００ （参加費 ）を頂きますのでご 下さい。

【 支払 方法 】 申込み後、一週間以内に下記口座に参加費をお振込みください。（スクール在籍者は、8月分会費と一 に引き とさせて頂きます。）
※振込依頼人は、参加するお子様の名前でお願い致します。
川崎 用 久地支店 普通口座 ０２０２７６１ カ）ビリーブ

【 雨天時 】 雨決 ※荒天の場合は中止（開始１時間前に決定します。）ご確認は、多摩宿河原校HPでお願いいたします。

【 開催場所 】 多摩川球’s倶楽部フットサル・ソサイチ 〒214‐0021 川県川崎市多摩 宿河原7－2328

【 場 用】 平日300円 日曜500円を施設へお支払いください。※ 参加の場合、 となります。

【 持ち物 】 ウェア・トレーニングシューズ・レガース・タオル・着替え・飲み物

【 注意事項 】 イベントの様子を撮影した写真を弊社のプロモーション素材などに使用させて頂くことがございますので、予めご ください。
一般参加者の 様は、スポー 保険へ加入しておりませ 。練習中の は、 のみ います。
各自保険への加入をお勧めいたします。

[日 程] コース１：７月27日（木）・28日（ ）U-8 16:05-17:15 U-10 17:20-18:30 U-12 18:35-19:55 

コース２：８月17日（木）・18日（ ）U-8 16:05-17:15 U-10 17:20-18:30 U-12 18:35-19:55 

[対 象] U-8 小学1・2 生 U-10 小学２・3・4 生 U-12 小学４・5・6 生

[内 容] コース１: 人の守 からグループでの守 を確認し、 上した守 からゴールを 攻 の練習を います。

コース２:コース１で確認した攻守両面の質を に める練習を います。

[定 員] 各24名 ※先着順 （最 催 人数4名）

[費 用] スクール生：U-8＆U-1０￥4,320- U-12 ￥5,400- ※各コース2日間の となります。

一 般：U-8＆U-1０￥5,400- U-12 ￥6,480- ※両コース参加の場合、￥1,080-割引致します。

夏季ゲーム大会 ≪ の を知 、夏の練習で しよう ≫

様 な選 との 、多くの試合 から ・ ・ の 上に たいと えております。

[日 程] ７月２５日（火）U-10 16:00-18:00 U-12 18:00-20:00  

[対 象] U-10 小学２・3・4 生 U-12 小学4・5・6 生

[内 容] ５ｖ５の試合（最多勝・得点王に賞品を用意します。）

[定 員] 各カテゴリー25名 （チーム申込み可 1チーム6名以上で申込み）※先着順

[費 用] スクール生：¥1,620- 一 般：¥2,160-



石川 洋平 （イシカワ ヨウヘイ ）
スクールマスター

川県 川崎市出身

クーバー・アカデミー・オブ・コーチング 第３期卒業

公益財団法人 日本サッカー協会公認A級U-12コーチ

‘00 3月 あざみ野校・新百合ヶ丘校・渋谷校勤務

‘02 9月 クーバー・コーチング・オセアニア研修

‘04 4月 浦和校・中野校・三田校・あざみ野教室

シンガポール校・台場校勤務

多摩 中学校サッカー部コーチ

‘10 4月 多摩宿河原校勤務

【電 でのアクセス】

・ＪＲ南武線「宿河原」駅から徒歩約１０分

・ＪＲ南武線「久地」駅から徒歩約１５分

・ＪＲ南武線「 」駅から徒歩約２０分
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カテゴリー 週1回 空き状況

U-6 園児（年中・年長）対象
¥8,100-（日曜）
¥7,560-（木曜）

日曜：空きあり
木曜：空きあり

U-8 小学1･2年生対象
¥8,640-（平日）
¥9,720-（日曜）

火曜：空きあり
木曜：空きあり
金曜：空きあり
日曜：空きあり

U-10 小学3・4年生対象
¥8,640-（平日）
¥10,260-（日曜）

火曜：空きなし
木曜：空きなし
金曜：空きなし
日曜：空きあり

U-12 小学4・5・6年生
¥9.180-（平日）
¥10,260-（日曜）

火曜：空きあり
木曜：空きなし
金曜：空きあり
日曜：空きなし

※週2回コースは、プラス￥5,400-となります。
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友人友人友人友人紹介紹介紹介紹介入会入会入会入会キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン開催開催開催開催！！！！キャンペーン期間：キャンペーン期間：キャンペーン期間：キャンペーン期間：2017年年年年7月月月月
クーバーに誘ったクーバーに誘ったクーバーに誘ったクーバーに誘った友達が友達が友達が友達が宿河原校宿河原校宿河原校宿河原校無料無料無料無料体験に参加し、スクールに入会すると体験に参加し、スクールに入会すると体験に参加し、スクールに入会すると体験に参加し、スクールに入会すると

☆アディダスアディダスアディダスアディダス社社社社製製製製商品商品商品商品☆をををを紹介者と入会者にプレゼントいたします。紹介者と入会者にプレゼントいたします。紹介者と入会者にプレゼントいたします。紹介者と入会者にプレゼントいたします。
トートバッグ、タオル、手袋、ネックウォーマー、ミニサッカーボールから1品選んで頂きます。

※先着順により、希望の商品をお渡しできない可能性もございます。ご了承ください。

随時無料体験受付中

7月・8月 スクール開催日 ※※※※黒黒黒黒色部分が練習日になります。色部分が練習日になります。色部分が練習日になります。色部分が練習日になります。限定入会は、限定入会は、限定入会は、限定入会は、3日間練習に参加するコースとなります。日間練習に参加するコースとなります。日間練習に参加するコースとなります。日間練習に参加するコースとなります。
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