
会場：エスパルス
ドリームフィールド藤枝

（藤枝市青葉町1-1-23）

【お問い合わせ】

(株)エスパルス 教育事業部 サッカースクール藤枝
TEL.054-634-3411 （月～金 11:00～20:00）

無料体験はお電話またはエスパルス公式WEBサイトにてお申込みください。
（https://www.s-pulse.co.jp/ →アカデミー→スクールにて検索）
無料体験時の持ち物：運動のできる服装・運動靴・タオル・水筒・ボール（お持ちの場合のみ）
※体験当日のケガにつきましては当方にて応急処置はいたしますが、その後はご家庭にて対応をお願いいたします。

プロコーチがクオリティの高い最高の指導を行います！



J リーグクラブサッカースクールとの交流戦

海外キャンプ（2018 年はタイにて実施）親子ふれあいサッカーフェスティバル

エスパルス
サッカースクールは
楽しいイベント
盛りだくさん！！

グリコチャレンジカップ

夏休みチャイルドキャンプ

前座試合

冬休みウィンターキャンプ トップチームの選手がスクールに来てくれました！

8 15 34

キッズ（幼稚園年中～年長）

昔と今でも子供の本質は変わっていないと思いますが、子供
を取り巻く環境は大きく変化しています。ボールと遊ぶ感覚を
重視しながら、遊びのサッカーを通して、仲間との交流や友達
と思い切り体を動かす楽しさを、全員が楽しめるようプログラ
ムしています。

多種多様な動きによって、神経回路に十分な刺激を与え、基礎
体力・リズム感・柔軟性を養うためのメニューを採用していま
す。また、仲間との協力や競争から、喜びや悔しさも体験させ、
子供独自の発想や想像力を楽しみながら自然に引き出すこと
を重視しています。

教えたことをすぐに吸収し覚えてしまう能力が現れる年代で
す。動きも活発となり、いろいろな動作を覚える利点を活か
し、ボールを使ったあらゆる技術を基礎から学び実践してい
きます。

基礎から応用まで正確な技術の習得を目指し、模倣から入り実
際にやってみて覚えることをポイントにおき学んでいきます。ま
た、「教えすぎる」ことに注意し、子供の発想・想像力を重視し、
「強制」ではなく「アドバイス」として与え、のびのびとしたプレー
や潜在能力のレベルアップに繋げます。

KIDS CLASS
チャイルド（小学1～2年生）
CHILD CLASS

ジュニアⅠ（小学3～4年生）
JUNIOR Ⅰ CLASS

ジュニアⅡ（小学5～6年生）
JUNIOR Ⅱ CLASS

いろいろな動作を覚えることやボール技術を基礎から学び、
女の子だけでサッカーの楽しさに繋げていきます。

ガールズ（小学1～6年生の女の子）清水スクールのみ
GIRLS CLASS

サッカーのみにこだわらず、年齢・成長レベルにあわせバランスのとれた体作りを心掛けた特別指導マニュアル

年代にあった軽量（290g）4号オリジナルボールを使用（キッズ～チャイルドまで）

ボールを使用した楽しい遊びから、技術のレベルアップまでトータルな身体運動を一貫して指導

サッカーが上手くなるのはもちろん、素晴らしい人間に成長して欲しい。そんな願いを込めて、エスパルスサッカースクールは

日々の指導を行っています。専任コーチ陣による一貫指導体制で、サッカーの技術向上を目指します。また、チームプレーを通して、

「自主性」「協調性」「マナー」を養い、心身の成長を促します。

スクールの特徴

エスパルスサッカースクール出身選手コメント

各エリア

（駿東・富士・清水・

静岡・藤枝）でも

イベントを開催しています

藤枝スクール（エスパルスドリームフィールド藤枝）

藤枝市青葉町 1-1-23



無料体験の
お申込みは
こちらから

いつでも
体験できる！！

藤枝横内スクール スクール時間割

ゲームスクール

【お問合せ先】エスパルス 教育事業部　サッカースクール藤枝

GWイベント 親子サッカー教室

キッズ

チャイルド

ジュニアⅠ

ジュニアⅡ

（年中～年長）

（小学 1 ～ 2年生）

（小学 3～ 4年生）

（小学 5～ 6年生）

16:00-17:00

16:15-17:30

17:15-18:30

17:45-19:00

交流戦

【担当】石丸

月曜

054-634-3411【(月～金)11:00～20:00】

人工芝のピッチで
思い切りボールが
けれます！

会場：野原商行サッカー場会場：野原商行サッカー場

無料体験はお電話またはエスパルス公式WEBサイトにてお申込みください。
（https://www.s-pulse.co.jp/→アカデミー→スクールにて検索）
無料体験時の持ち物：運動のできる服装・運動靴・タオル・水筒・ボール（お持ちの場合のみ）
※体験当日のケガにつきましては当方にて応急処置はいたしますが、その後はご家庭にて対応を
お願いいたします。



J リーグクラブサッカースクールとの交流戦

海外キャンプ（2018 年はタイにて実施）親子ふれあいサッカーフェスティバル

エスパルス
サッカースクールは
楽しいイベント
盛りだくさん！！

グリコチャレンジカップ

夏休みチャイルドキャンプ

前座試合

冬休みウィンターキャンプ トップチームの選手がスクールに来てくれました！

8 15 34

キッズ（幼稚園年中～年長）

昔と今でも子供の本質は変わっていないと思いますが、子供
を取り巻く環境は大きく変化しています。ボールと遊ぶ感覚を
重視しながら、遊びのサッカーを通して、仲間との交流や友達
と思い切り体を動かす楽しさを、全員が楽しめるようプログラ
ムしています。

多種多様な動きによって、神経回路に十分な刺激を与え、基礎
体力・リズム感・柔軟性を養うためのメニューを採用していま
す。また、仲間との協力や競争から、喜びや悔しさも体験させ、
子供独自の発想や想像力を楽しみながら自然に引き出すこと
を重視しています。

教えたことをすぐに吸収し覚えてしまう能力が現れる年代で
す。動きも活発となり、いろいろな動作を覚える利点を活か
し、ボールを使ったあらゆる技術を基礎から学び実践してい
きます。

基礎から応用まで正確な技術の習得を目指し、模倣から入り実
際にやってみて覚えることをポイントにおき学んでいきます。ま
た、「教えすぎる」ことに注意し、子供の発想・想像力を重視し、
「強制」ではなく「アドバイス」として与え、のびのびとしたプレー
や潜在能力のレベルアップに繋げます。

KIDS CLASS
チャイルド（小学1～2年生）

CHILD CLASS

ジュニアⅠ（小学3～4年生）

JUNIOR ⅠCLASS
ジュニアⅡ（小学5～6年生）

JUNIOR ⅡCLASS

いろいろな動作を覚えることやボール技術を基礎から学び、
女の子だけでサッカーの楽しさに繋げていきます。

ガールズ（小学1～6年生の女の子）清水スクールのみ

GIRLS CLASS

サッカーのみにこだわらず、年齢・成長レベルにあわせバランスのとれた体作りを心掛けた特別指導マニュアル

年代にあった軽量（290g）4号オリジナルボールを使用（キッズ～チャイルドまで）

ボールを使用した楽しい遊びから、技術のレベルアップまでトータルな身体運動を一貫して指導

サッカーが上手くなるのはもちろん、素晴らしい人間に成長して欲しい。そんな願いを込めて、エスパルスサッカースクールは

日々の指導を行っています。専任コーチ陣による一貫指導体制で、サッカーの技術向上を目指します。また、チームプレーを通して、

「自主性」「協調性」「マナー」を養い、心身の成長を促します。

スクールの特徴

エスパルスサッカースクール出身選手コメント

各エリア

（駿東・富士・清水・

静岡・藤枝）でも

イベントを開催しています

藤枝横内スクール（野原商行サッカー場）

藤枝市横内 888-1







（牧之原市総合運動公園ぐりんぱる）

【お問い合わせ】
（株）エスパルス 教育事業部 サッカースクール藤枝
TEL:054-634-3411 (月～金 11:00～20:00)
無料体験はお電話またはエスパルス公式ＷＥＢサイトにてお申込みください。
（https://www.s-pulse.co.jp/ → アカデミー → スクール にて検索）
無料体験の持ち物：運動のできる服装・運動靴・タオル・水筒・ボール（お持ちの場合のみ）
※体験当日のケガにつきましては当方にて応急処置はいたしますが、その後はご家庭にて対応をお願いいたします。

☆火曜日
年中・年長

１６：００～１７：００

小学１～２年
１６：００～１７：１５

小学３～４年
１７：１５～１８：３０

小学５～６年
１７：１５～１８：３０

☆水曜日
１６：００～
１７：００

１６：００～
１７：１５

１７：１５～
１８：３０

１７：１５～
１８：３０

☆木曜日
１６：００～
１７：００

１６：００～
１７：１５

１７：１５～
１８：３０

１７：１５～
１８：３０

☆金曜日
年中・年長

１５：３０～１６：３０

小学１～３年
１６：１０～１７：２５

小学４～６年
１６：１０～１７：２５

（相良総合グラウンド） （横井運動公園サッカー場） （吉田フットサルクラブGreen Field）

牧之原市仁田７３９－３ 牧之原市菅ヶ谷１０５０ー１７ 島田市横井４－１９－１ 榛原郡吉田町大幡１５７９ー１

榛原スクール 相良スクール 島田スクール 吉田スクール



8 15 34

キッズ（幼稚園年中～年長）

昔と今でも子供の本質は変わっていないと思いますが、子供
を取り巻く環境は大きく変化しています。ボールと遊ぶ感覚を
重視しながら、遊びのサッカーを通して、仲間との交流や友達
と思い切り体を動かす楽しさを、全員が楽しめるようプログラ
ムしています。

多種多様な動きによって、神経回路に十分な刺激を与え、基礎
体力・リズム感・柔軟性を養うためのメニューを採用していま
す。また、仲間との協力や競争から、喜びや悔しさも体験させ、
子供独自の発想や想像力を楽しみながら自然に引き出すこと
を重視しています。

教えたことをすぐに吸収し覚えてしまう能力が現れる年代で
す。動きも活発となり、いろいろな動作を覚える利点を活か
し、ボールを使ったあらゆる技術を基礎から学び実践してい
きます。

基礎から応用まで正確な技術の習得を目指し、模倣から入り実
際にやってみて覚えることをポイントにおき学んでいきます。ま
た、「教えすぎる」ことに注意し、子供の発想・想像力を重視し、
「強制」ではなく「アドバイス」として与え、のびのびとしたプレー
や潜在能力のレベルアップに繋げます。

KIDS CLASS
チャイルド（小学1～2年生）
CHILD CLASS

ジュニアⅠ（小学3～4年生）
JUNIOR Ⅰ CLASS

ジュニアⅡ（小学5～6年生）
JUNIOR Ⅱ CLASS

いろいろな動作を覚えることやボール技術を基礎から学び、
女の子だけでサッカーの楽しさに繋げていきます。

ガールズ（小学1～6年生の女の子）清水スクールのみ
GIRLS CLASS

サッカーのみにこだわらず、年齢・成長レベルにあわせバランスのとれた体作りを心掛けた特別指導マニュアル

年代にあった軽量（290g）4号オリジナルボールを使用（キッズ～チャイルドまで）

ボールを使用した楽しい遊びから、技術のレベルアップまでトータルな身体運動を一貫して指導

サッカーが上手くなるのはもちろん、素晴らしい人間に成長して欲しい。そんな願いを込めて、エスパルスサッカースクールは

日々の指導を行っています。専任コーチ陣による一貫指導体制で、サッカーの技術向上を目指します。また、チームプレーを通して、

「自主性」「協調性」「マナー」を養い、心身の成長を促します。

スクールの特徴

エスパルスサッカースクール出身選手コメント

榛原スクール（榛原総合運動公園ぐりんぱる）

牧之原市仁田 739-3

相良スクール（相良総合グラウンド）

牧之原市菅ヶ谷 1050-17

島田スクール（横井運動公園サッカー場）

島田市横井 4丁目 19-1

吉田スクール（吉田フットサルクラブGreenField）

榛原郡吉田町大幡 1579-1


