2020 年度前期（4 月～） malva（浦安・新浦安・津田沼）強化クラスセレクションのご案内
【対
象】 新 1 年生～新６年生の malva サッカースクール在籍者。★現在強化クラス在籍者の方も受験が必要です。
【強化クラス】
クラス表記：J1（新小 1・新小 2） J2（新小 3・新小 4） J3（新小 5・新小 6）
強化 A

強化 A
強化 SP
強化 E

強化 SP（スペシャル）

強化 E（エリート）

強化 S（セレクト）

【浦安】J2（月・金）

【浦安】J2（火・金）

【浦安】J2（火・木）

【新浦安】J1・J2（木）

【浦安】J3（月・金）

【浦安】J3（火・金）

【浦安】J3（水・木）

【新浦安】J3（月・木）

【新浦安】J3（月）

【津田沼】J1・J2（水）

強化 S
一般

【津田沼】J3（火・水）

【テスト詳細】

一次セレクション

二次セレクション

1 月期現在、一般クラスのみ在籍者
（特殊クラス・GK 含む）

1 月期現在、強化クラス在籍者と
一次セレクション合格者

各校の期日まで
に 4 月期からの

希望クラスへ申
し込み！

1/18（土）

2/1（土）

★J2（新 3.4 年生）18：00～19：30
★J2（新 3.4 年生）19：30～21：00
各時間 100 名予定

★J2（新 3.4 年生）18：00～21：00

1/19（日）
★J1（新 1.2 年生）17：00～18：00

★J1（新 1.2 年生）17：00～18：00
★J3（新 5.6 年生）18：00～21：00

★J3（新 5.6 年生）18：00～19：30
★J3（新 5.6 年生）19：30～21：00
各時間 100 名予定

二次セレクションのお申し込みは
こちらから

2/2（日）

－ご注意－

一次セレクションのお申し込みは
こちらから

締め切り
1/30（木） １７時
締め切り
1/16(木) １７時
合格発表 1/27（月）15 時
※エントリー番号で発表

＜締切日＞
浦安 2/14（金）
新浦安3/10
（火）
津田沼3/10
（火）

合格発表 2/11（火）15 時
※エントリー番号で発表

一次セレクションに
合格された方は
1/30（木）
17 時までに
二次セレクションへ
お申し込みをお願い
します。エントリー
番号（受験番号）は
新しく発行されます
１月期現在、強化ク
ラスの方は二次セレ
クションからお申込
みください。

【会
場】 malva サッカースクール浦安校 〒279-0024 千葉県浦安市港 3 番地
047-355-8411
【申込受付】 一次セレクションの J2・J3 は今回より定員制となります。どちらの時間になるかは 1/17（金）15 時以降
ｍalva 公式サイトまたはフェローズスポーツのホームページ News & Topics にてエントリー番号でご案内します。

【申込方法】 QR コードまたは『フェローズスポーツ』のホームページ（malva サッカースクール→News & Topics→2020 年
度前期セレクションのご案内）よりお申し込み下さい。
【受験番号】 自動返信メールの【エントリー番号】が受験番号となります。
※再送していただいた方は最新の【エントリー番号】が受験番号になります。
※一次セレクションに合格されて二次セレクションへお申し込みいただく方は、エントリー番号（受験番号）
が新たに発行されます。
【変
更】 ご都合が悪くなった方は、
【やむを得ない事情により受ける意思はあるが不参加】を選んで再送をお願い
します。エントリー番号（受験番号）は新しく発行されます。 ★当日欠席も同様です。
【交通手段】
駐車場のご用意はございません。駐車場はテニススクールのお客様専用駐車場となります。
セレクションにご参加の方は公共交通機関をご利用ください。
（京葉線新浦安駅より行きのタクシー代は

【そ の 他】 ①セレクション受験希望の方で日程のご都合がどうしても合わない方も受験が可能です。
【参加・不参加】の項目で【やむを得ない事情により受ける意思はあるが不参加】を選んで下さい。
②浦安校の強化クラスの曜日が変わります。
【強化クラスの条件】をご確認ください。
③４月期から浦安校の 16：30 からの金強化ＥＪ3（新 5.6 年生）クラスはなくなります。
浦安校の強化ＥＪ3（5.6 年生）クラス 19：40 開始クラスは水曜日と木曜日にございます。ご在籍頂けるのは
どちらか片方のクラスのみとなります。お申し込み状況により人数の偏りがある場合は抽選とさせて頂きます。
２クラス目は新浦安校の月強化 EJ3 クラスに受講ができます。
④現在、GK 枠として合格されている方で、フィールドのテストをご希望の方は、フィールドとして 1 次を受験
する必要がございます。
【合否発表】 一次合格者 1/27（月）15 時発表
二次合格者 2/11（火）15 時発表
受験番号（エントリー番号）で発表します。
ｍalva 公式サイトまたはフェローズスポーツホームページにてご確認下さい。
※合否の判断基準や内容は後日面談をご用意しております。面談時にコーチとお話し下さい。
【合 格 者】 合格発表のご案内にそって各校の締切日迄にお申し込み下さい。
浦安校の方は 4 月期からの希望クラスを 2/14（金）までにお申込みください。
※不合格の方も、進級手続きが必要な方は、同じく 2/14（金）までにお手続きください。
【テスト生】 テスト生とは合格ではないが合格の見込みがあり、強化クラスで 2 期（4.5 月期）を受講して頂き、合否を
再度決定させて頂くシステムです。合格発表のご案内にそって各校の締切日迄にお申し込み下さい。
【強化クラスの条件】
① malva サッカースクールの強化を含めたクラスを必ず 2 クラス受講して下さい（同じ校でなくても結構です。
）
② 特殊クラスは２クラス目として受講できません。ゴールキーパー枠で合格された方のみ２クラス目をゴールキーパークラスへ
お申し込み頂けます。
③ 下表の強化クラスの在籍条件をご確認下さい。
合格種類
エー

強化Ａクラスに合格

スペシャル

強化 Ｓ Ｐ クラスに合格

エリート

強化 Ｅ クラスに合格

ｾﾚｸﾄ

強化S クラスに合格

対象校

強化クラスの在籍条件

２クラスは月強化Ａ＋金強化Ａで受講して下さい。
ご都合の悪い方は、２クラス目を強化ＳＰ、強化Ｅ、強化Ｓ、または
（新 3～6 年生）
一般クラス（他校可）で受講して下さい。
浦安校

２クラスは火強化ＳＰ＋金強化ＳＰで受講して下さい。
ご都合の悪い方は２クラス目を強化Ｅ、強化Ｓ、または一般クラス
（新 3～6 年生）
（他校可）で受講して下さい。
浦安校

3.4 年生は浦安校火強化Ｅ、木強化Ｅで 2 クラス受講して下さい。
浦安校
ご都合の悪い方は２クラス目を強化Ｓクラスまたは一般クラス（他校可）で受
（新 3～6 年生） 講して下さい。
5.6 年生は以下の中で受講して下さい。
新浦安校
浦安校強化Ｅ（水 or 木）＋ 新浦安校強化Ｅ（月）
（新 5・6 年生） 浦安校強化Ｅ（水 or 木）＋ 強化Ｓクラス or 一般クラス（他校可）
新浦安校強化Ｅ（月） ＋ 強化 S クラス or 一般クラス（他校可）
セレクトクラスは各校ごとの合格者を発表します。
２クラスは、合格校のセレクトクラス＋一般クラスで受講してください。
（新 1～6 年生）
３クラス目を他校のセレクトクラスにご希望の方は各校へご相談ください。
新浦安・津田沼

