
スクール生 一般参加者

No.1 集中TRコース 3/26(金) 11:00〜13:00 小学1・2年生 25名 ¥3,960 ¥4,400 3/17（水）19時～2日前まで

No.2 集中TRコース 3/26(金) 13:00〜15:00 小学5・6年生 25名 ¥3,960 ¥4,400 3/17（水）19時～2日前まで

No.4 集中TRコース 3/30（火） 11:00〜13:00 小学3・4年生 25名 ¥3,960 ¥4,400 3/17（水）21時～2日前まで

No.5 集中TRコース 4/1（木） 11:00〜13:00 旧小学1・2年生 25名 ¥3,960 ¥4,400 3/19（金）19時～2日前まで

No.6 集中TRコース 4/2（金） 11:00〜13:00 旧小学3・4年生 25名 ¥3,960 ¥4,400 3/19（金）19時～2日前まで

No.7 集中TRコース 4/2（金） 13:00〜15:00 旧小学1・2年生 25名 ¥3,960 ¥4,400 3/20（土）19時～2日前まで

スクール生 一般参加者

No.8 集中TRコース 3/26(金) 11:00〜13:00 小学1～3年生 36名 ¥3,960 ¥4,400 3/17（水）20時～2日前まで

No.9 集中TRコース 3/26(金) 13:00〜15:00 小学4～6年生 36名 ¥3,960 ¥4,400 3/17（水）20時～2日前まで

No.10 集中TRコース 3/31(水) 11:00〜13:00 小学1～3年生 18名 ¥3,960 ¥4,400 3/17（水）20時～2日前まで

No.11 集中TRコース 3/31(水) 13:00〜15:00 小学4～6年生 18名 ¥3,960 ¥4,400 3/17（水）20時～2日前まで

スクール生 一般参加者

No.12 集中TRコース 3/29(月) 13:30～15:00 小学1～3年生 20名 ¥2,970 ¥3,300 3/20（土）19時～2日前まで

No.13 集中TRコース 3/29(月) 13:30～15:00 小学4～6年生 20名 ¥2,970 ¥3,300 3/20（土）19時～2日前まで

スクール生 一般参加者

No.14 集中TRコース 3/30(火) 11:00～13:00 小学1・2年生 20名 ¥3,960 ¥4,400 3/17（水）21時～2日前まで

No.15 集中TRコース 3/30(火) 13:00〜15:00 小学3・4年生 20名 ¥3,960 ¥4,400 3/17（水）21時～2日前まで

スクール生 一般参加者

No.16 1dayトレーニング 3/31(水） 10:00～15:00 小学1～3年生 16名 ¥7,920 ¥8,800 3/18（木）20時～2日前まで

No.17 1dayトレーニング 4/1(木） 10:00～15:00 旧小学3～5年生 16名 ¥7,920 ¥8,800 3/19（金）19時～2日前まで

スクール生 一般参加者

No.18 1dayトレーニング 3/31(水) 10:00～15:00 小学1・2年生 10名 ¥7,920 ¥8,800 3/19（金）21時～2日前まで

No.19 1dayトレーニング 3/31(水) 10:00～15:00 小学3～5年生 10名 ¥7,920 ¥8,800 3/19（金）21時～2日前まで

スクール生 一般参加者

No.20 集中TRコース 4/2（金） 13:00～15:00 小学1～3年生 15名 ¥3,960 ¥4,400 3/19（金）21時～2日前まで

No.21 集中TRコース 4/2（金） 13:00～15:00 小学4～6年生 15名 ¥3,960 ¥4,400 3/19（金）21時～2日前まで

スクール生 一般参加者

No.22 集中TRコース 3/31(水） 12:00～14:00 小学1～3年生 20名 横浜アソビル校 ¥3,960 ¥4,400 3/18（木）20時～2日前まで

No.23 集中TRコース 3/31(水） 14:00〜16:00 小学4～6年生 20名 横浜アソビル校 ¥3,960 ¥4,400 3/18（木）20時～2日前まで

申込はこちら 津田沼校

募集カテゴリー 定員 練習会場
料金（税込）

申込期間

市川校

若葉殿山校

成田校

募集カテゴリー 定員

横浜アソビル校

イベント詳細

コースNo イベント詳細

申込はこちら

コースNo

申込はこちら

料金（税込）

参加対象：どなたでも参加可能！！　

各校でのトレーニングの詳細は、各校のブログにて随時更新いたします。尚、現在予定しておりますイベントが開催されない場合もございます。各校ブログにて随時お知らせいたします。

※3月・4月のイベントの募集カテゴリーは、いずれも現学年（3月期末まで）で表示しております。
申込対象は新学年ではございませんので、ご注意の上お申込ください。

江東森下校

コースNo イベント詳細

コースNo

開催時間

開催時間

コース名 開催日

料金（税込）
申込期間

市川校

練習会場

成田校

コース名 開催日

申込期間開催時間

申込はこちら

募集カテゴリー 定員 練習会場コース名

江東森下校

申込はこちら

イベント詳細

若葉殿山校

練習会場コースNo コース名 開催日

開催日イベント詳細

定員

コース名 開催日 募集カテゴリー 定員 練習会場

浦安校

コースNo イベント詳細 コース名 開催日 開催時間 募集カテゴリー 定員 練習会場 申込期間

申込はこちら 浦安校

料金（税込）

申込期間開催時間 募集カテゴリー
料金（税込）

料金（税込）
申込期間

柏校

申込期間

津田沼校

コースNo イベント詳細 コース名 開催日 開催時間 募集カテゴリー 定員

料金（税込）

柏校

コースNo イベント詳細 コース名 開催日 開催時間 募集カテゴリー 定員

開催時間

申込はこちら

練習会場

練習会場
料金（税込）

申込期間

申込はこちら

2021年malva春休み集中トレーニングスケジュール

春休み集中トレーニング
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スクール生 一般参加者

No.24 半日集中TRコース 3/31(水） 10:00～13:00 小学1～3年生 25名 ¥5,940 ¥6,600 3/18（木）20時～2日前まで

No.25 半日集中TRコース 3/31(水） 14:00～17:00 小学4～6年生 25名 ¥5,940 ¥6,600 3/18（木）20時～2日前まで

No.26 半日集中TRコース 4/1(木） 10:00～13:00 旧小学2～4年生 25名 ¥5,940 ¥6,600 3/19（金）20時～2日前まで

スクール生 一般参加者

No.27 集中TRコース 4/2（金） 12:00～13:30 旧小学1～3年生 18名 ¥2,970 ¥3,300 3/17（水）21時～2日前まで

No.28 集中TRコース 4/2（金） 13:30～15:00 旧小学4～6年生 18名 ¥2,970 ¥3,300 3/17（水）21時～2日前まで

スクール生

No.29 集中TRコース 3/30（火） 13:00〜15:00 小学3～5年生 25名 浦安校 ¥3,960 3/17（水）21時～2日前まで

No.30 集中TRコース 4/1（木） 13:00〜15:00 旧小学3～5年生 25名 浦安校 ¥3,960 3/18（木）21時～2日前まで

【申込方法】

ＵＲＬ

malvaオンライン校開校！！
詳細はこちらをクリック

※申込前に必ずcamp@malva-fc.jpからのメールが受け取れるように設定してください。

各校のトレーニングの詳細につきましては順次、各校ブログにて閲覧できるように更新いたします。

https://www.youtube.com/channel/UC69uQbS8f1TWrBC4p_fGUTw

※2020年度3月期までと2021年度4月期から強化クラスに在籍の方のみ申込可能（申込は現学年で申込）現2年生の申込できません）

②各校イベント詳細から希望のイベント申込をクリックし、申込フォームへ必要事項を入力

③自動返信メールが届きましたら申込完了

※お申込期限を過ぎての参加を希望される方は、お問い合わせください。空き状況によって参加できる場合がございます。

開催日 開催時間 募集カテゴリー 定員

申込はこちら

　　イベント

お問い合わせ
受付時間

　　11:00-15:00/21:00-23:00

　　※土日、祝日は除く。土日、祝に開催のイベント時は可能。

　　お電話：070-5595-2182　メール：camp@malva-fc.jp

※自動返信メールが届かない場合は、再度申込はせず、メールまたはお電話にてお問い合わせください。

①参加を希望するイベントの詳細をクリック

強化クラス在籍者対象トレーニング

コースNo イベント詳細 コース名 開催日 開催時間 募集カテゴリー 定員 練習会場
料金（税込）

申込期間

さいたま校

コースNo イベント詳細 コース名 練習会場
料金（税込）

申込期間

申込はこちら さいたま校

料金（税込）
申込期間

申込はこちら 立川校

立川校

コースNo イベント詳細 コース名 開催日 開催時間 募集カテゴリー 定員 練習会場

個人練習で差をつけろ‼
malva公式YouTube

チャンネル
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