
ヴィンセドール白山 2020スクールガイド
クラス／カテゴリ

木曜水曜 金曜火曜月曜

17 :00- 18 :00
1・2・3年生クラス

あさひ 校
17 :00- 18 :00

1・2・3年生クラス
あさひ 校

17 :00- 18 :00
1・2・3年生クラス

強化U-12クラス
18 :00- 19 :30
あさひ 校

育成U12
18 :30-20 :30

キッズクラス
16 : 10 - 17 :00
キッズクラス
あさひ 校

16 : 10 - 17 :00
あさひ 校

東明 校

育成U12
18 :00-20 :00

キッズクラス
16 : 10 - 17 :00
東明 校

U-15クラス
18 :00- 19 :30
松任 校

キッズクラス
16 :40- 17 :30
松任 校

あさひ 校 東明 校 松任 校 育成U-12（ジュニアチーム）についてはお問い合わせください

ゴールキーパー
スクール

17 :30- 19 :00
松任総合運動公園 人工芝

松任青少年体育館

スクールアスリート養成
17 :30- 18 :30

会場 会場ごとに決められた使用上のルールを遵守くださいますようお願いいたします

入会手続き・ほか

スクールカレンダー

あさひ 校 東明 校 松任 校

（１）当スクールの定める 2020年度は2020年4月1日から2021年3月31日です。
（２）新規入会手続きは会則に同意いただいた上で、入会申込書・口座振替依頼書をご提出いただきます。担当スタッフにお渡しください。
（３）入会後の曜日変更や休会、退会にあたっては書類がございますのでご提出ください。
（４）レガース、運動に適した服装（指定ウェア）、運動靴（室内シューズ、スパイクは不可）、飲み物をご準備ください。
（５）2020年度のスクール開校日はスクールスケジュールをご確認ください。無料体験は２回まで可能です。
（６）休講や各種お知らせ、また事務局と保護者間での欠席の連絡やお問い合わせは専用 LINE@を使用いたします。ご登録ください。
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キッズクラス 小学1・2・3年生クラス 強化U-12クラス

U-15クラス ゴールキーパースクール アスリート養成スクール



4,000円（税別）月会費

サッカー・フットサルを通して、「身体を動かすことの楽しさ」をベースに、基本動作（コーディネーション）・技術（ボールフィーリング）
の習得を目指します。

週1回 6,000円（税別）月会費週2回 7,000円（税別）月会費週3回

キッズクラス（年少～年長） あさひ 校 東明 校 松任 校

月曜クラス 16:10～17:00
16:10～17:00
16:40～17:30

［ 定員20名 ］

［ 定員15名 ］
［ 定員20名 ］火曜クラス

16:10～17:00 ［ 定員20名 ］木曜クラス

5,000円（税別）月会費

基本動作を安定させながら基本技術（止める・蹴る・運ぶ）を確実に身につけ、「認知→決断→実行」へのプロセスに刺激し、個人戦術
の習得を目指します。

週1回 7,000円（税別）月会費週2回 9,000円（税別）月会費週3回

小学1・2・3年生 クラス あさひ 校 東明 校

強化U-12クラス あさひ 校

6,000円（税別）月会費

鍛えられる４つの能力「技術・戦術・体力・心理」に刺激し、あらゆる局面に適応できる自立した選手の育成を目指します。

18:00～19:30［ 定員20名 ］

U-15クラス 松任 校

6,000円（税別）月会費

フットサルの原理・原則（攻撃・守備・移行局面）を理解し、ハイプレッシャーのなかでの技術発揮を行い、サッカーにも応用した個人・
グループ・チーム戦術の習得を目指します。

18:00～19:30［ 定員20名 ］ ※会場が変更になる場合もあります

ヴィンセドール特化スクール

ヴィンセドールフットサルスクール

※月会費および入会料金（保険料を除く）は表記の金額に加えて別途消費税を頂戴いたします
兄弟姉妹で入会の場合、2人目以降は入会金・年会費は半額、月会費は1,500円割引いたします

入会料金 入会金 5,000円 年会費 5,000円 保険料 1,000 円 スクールウェア 3,000円

月曜クラス 17:00～18:00

17:00～18:00

［ 定員20名 ］

［ 定員20名 ］水曜クラス
17:00～18:00 ［ 定員20名 ］木曜クラス

１回

サッカー・フットサルのゴールキーパーに必要な７つの基本技術を専門的なコーチのもと、個々に合ったアドバイスで成長を促します。

ゴールキーパースクール 松任総合運動公園 多目的グラウンド人工芝

17:30～19:00［ 定員15名 ］ 1,500 円（税込）単発会費制

※月会費および入会料金（保険料を除く）は表記の金額に加えて別途消費税を頂戴いたします

■会場の使用上、荒天や雷・酷暑など安全を確保できないと判断した場合は開催を中止いたします。その際は当日16時30分を最終決定時間といたします。
■ゴールキーパースクール専用 LINE@にご登録ください。参加有無は当日14時までにお知らせください。
■新規入会を希望する方は入会希望日（スクール参加日）の３日前までに事務局までご連絡いただき、当日会場にお越しください。
■サッカーボール、キーパーグローブ、運動に適した服装、スパイク、飲み物をご準備ください。

入会料金 入会金 5,000円 年会費 5,000円 保険料 1,000 円

月会費

あらゆるスポーツにおいて必要な運動機能の向上を目指します。「より速く、強く動く」瞬発力と敏捷性を育成年代から習得します。

アスリート養成スクール 松任青少年体育館

17:30～18:30［ 定員15名 ］ 5,000 円（税別）

※月会費および入会料金（保険料を除く）は表記の金額に加えて別途消費税を頂戴いたします
※ヴィンセドールフットサルスクール生が入会の場合は入会にかかる料金は発生せず、また月会費は1,000円の割引となります

※ヴィンセドールフットサルスクール生が入会の場合は入会にかかる料金は発生せず、また単発会費は500円の割引となります

■アスリート養成スクール専用 LINE@にご登録ください。
■新規入会を希望する方は入会希望日（スクール参加日）の３日前までに事務局までご連絡いただき、当日会場にお越しください。
■運動に適した服装（指定ウェア）、室内シューズ、飲み物をご準備ください。

スクールウェア 3,000円入会料金 入会金 5,000円 年会費 5,000円 保険料 1,000 円

ヴィンセドール白山 スクール事務局
石川県白山市博労1丁目62番地2

TEL.076-227-8706
E-mail.info@vincedor-hakusan.com

スクール担当／杉木までお問い合わせください

お問い合わせ

（小学生～）

（小学生～）


