
2021夏の短期サッカースクール

短期集中で、確実にレベルアップ！
自分に自信をつけ、ライバルと差をつけましょう！！

【1部】 2021/7/26(月)・27(火)・28(水)・29(木)・30(金)

【2部】 2021/8/ 2(月)・ 3(火)・ 4(水)・ 5(木)・ 6(金)

～短期集中プログラム～

開催日程・クラス （プログラム）

料金表・特典制度

GRANSCENA SOCCER SCHOOL

バスルート表

□運動のできる服装 □サッカーボール □タオル
□ポイントカード □水筒 □着替え（必要な方のみ）
□履き慣れたシューズ
※シューズは靴裏が細かいイボイボのものが適しています
※必要分以外のお金や貴重品は持ってこないでください

持ち物

送迎バスの運行もございます！
「運行予定表」「利用規約」は

右記QRコードよりご確認ください。

申込用紙裏面 ⇒ ⇒ ⇒

11:00～12:00 12:00～13:00 13:00～14:00 14:00～15:00 15:00～16:00 16:00～17:00

クラス U８ドリブル U１２ドリブル U１２シュート U１０パス＆コントロール U１０個人テクニック U６ボール操作クラス

対象 小１～２ 小５～６ 小５～６ 小３～４ 小３～４ 年中・年長

定員 20名 20名 20名 20名 20名 20名

クラス U１０ドリブル U１０シュート U８シュート U８個人テクニック U１２パス＆コントロール U１２個人テクニック

対象 小３～４ 小３～４ 小１～２ 小１～２ 小５～６ 小５～６

定員 20名 20名 20名 20名 20名 20名

フットB

フットA

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

ドリブル ボール操作 運ぶドリブル キープのドリブル 抜くドリブル

シュート ダイレクトシュート トラップシュート ドリブルシュート 浮き球シュート

パス＆コントロール パス コントロール コミュニケーション 浮き球コントロール

個人テクニック ボール操作 ドリブル パス＆コントロール シュート

U6ボール操作 ボール操作 ドリブル（キープ） ドリブル（突破） シュート

まとめ

≪早得≫
7/10(土)までにお申込の方へ7/17(土)開催の
特別スクール 「真剣熱血サッカースクール」 へ無料
にてご招待いたします！！
※「５日間参加」にて申込の方に限ります
※申込後にキャンセルされた場合は、特別スクールの参加費をお支払い頂きます
※特別スクールへの参加は別途申し込みが必要です

≪重複割引≫
部毎に「5日間参加」の申込が2クラス以上で参加費
合計金額から500円引き
※1部で1クラス、2部で1クラスの場合は対象外

(重複割引の例) ※会員様の場合
1部U8ドリブル(5日間)+1部U8シュート(5日間)申込
参加費…5,500円+5,500円「－500円」＝10,500円
※3クラス申込の場合も500円引きです
※1部U8ドリブル+2部U8シュート申込の場合は対象外

お問合せ：グランセナサッカースクール事務局 TEL:025-211-0081

夏休みで ぐ んと伸びる！

申込･お支払い方法

『夏の短期サッカースクール申込用紙』に必要事項ご記入いただき、FAX（025-211-0105）または、直接グランセナ事務局までお申込くださ
い。メール（info@granscena.jp）でお申込の方は、申込用紙記載の内容を全てご記入ください。※「窓口受付時間」は２０時３０分まで
※現会員様はTELでも受付可能ですが、バス利用のある方、また一般の方はお手数ですが申込用紙の提出をお願いします

◎申込締切：７/１８(日) まで（定員に達した時点で、キャンセル待ちとなります）
当日のキャンセルにつきましては参加費の全額をお支払い頂きますので予めご了承ください。また、申込後の変更はできる限りされないようご協力お願いいたします。

■振込希望の方は指定口座へお振込ください。 第四北越銀行 小針南支店 普通１６９３９１ カ.グランセナフットボールクラブ

申込時に参加費金額をお知らせします
※TELでお申込の場合は、口頭でのお知らせとなりますのでご了承ください

参加日当日に受付窓口にてお支払いください

check

ガラポンポイント

２倍！！

各部最終日
ガラポン抽選会!

５日間参加 単日参加 ５日間参加 単日参加 スポーツ保険

5,500円 1,400円 6,600円 1,650円
800円
（任意）

会員 一般(ビジター）

１クラスあたり（税込）



2021 夏の短期サッカースクール申込用紙

■ウイルス感染拡大防止策として
スクール前後でのアルコール消毒の徹底、検温の実施や、熱中症対策を行いながらもマスク着用でのご来場にご協力お願いいたします。

■その他
・スクール中のけが等についてはスタッフにて応急処置はいたしますが、その後の対応については原則各自でお願いいたします。
・短期スクール中のお子様の写真や映像をスクール運営、広報活動のためにHP・SNS等で使用する場合がございます。

男 年齢

女 学年

コース コース

コース コース

1部 円 2部 円 合計 円

ＴＥＬ ＴＥＬ

ＦＡＸ ＦＡＸ

メール メール

直接 直接

グランセナ発

：

降車場所
帰り

（送）

乗車予定時間

割引金額

＋

重複割引 あり　　　なし

保険手続き費用

＝

合計スクール料金合計

―

：

事

務

局

記

入

欄

受付日・者

バス金額合計                      　　              円

保　険　加　入

スポーツ保険加入

※注意事項

割引料金合計

＋

バス運行協力金

：

備考欄

返信連絡日・者 データ打込日・者

/ / /

※保険は任意です。グランセナスクール・クラブ生の方、または202１年度春短期スクール時に加入済みの方以外が対象となります

グランセナ事務局使用欄

加入済み(202１年度)　　　　 加入する　　　　　　　　加入しない

２
部

利用日
○をつける

８/2(月)　　3(火)　　４(水)　　５(木)　　６(金)
バス運行協力金

※２00円/日
円　

降車場所 グランセナ発

行き
（迎）

乗車場所

１
部

利用日
○をつける

7/２６(月)　　２７(火)　　２８(水)　　２９(木)　　３０(金)

：

乗車予定時間

帰り

（送）

バス運行協力金

※２00円/日
円　

行き
（迎）

乗車場所

スクール金額合計                      　　　　　　　　              円

バ　ス　利　用　内　容

【バス利用規約】をお読み頂きご記入ください

　　　　　　　　　　　　　バス利用規約に　　　　同意する　　　　同意できない
利用の有無

利用規約同意の方のみ
　送迎バスを 利用する　　　　　　　　　　　　利用しない　　　　　　　

参加クラス

※複数参加の方は全てご記入下さい

スクール料金                            　　   　　　　　　     円                      　　　　　　　　              円

お　申　込　内　容

参加日
（参加日を○で囲む）

１部 (全5日間) ２部 (全5日間)

7/２６(月)　　２７(火)　　２８(水)　　２９(木)　　３０(金) ８/2(月)　　3(火)　　４(水)　　５(木)　　６(金)

保護者氏名

　※以下、ビジターの方のみご記入ください

メールアドレス ＠

住所

　〒　　　－

区分 スクール生　　クラブ生　　一般(ビジター)
スクール生・クラブ生

の方のみご記入ください

所属クラス・

カテゴリー

FAX番号
連絡先TEL

※当日緊急連絡できる番号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　）

申込日 　　　　月　　　　　　日

お　客　様　情　報

ふりがな

参加者氏名

歳 生年月日

　　　年 西暦　　　　　　年　　　　月　　　　日


