
市川校 1 月・2 月 イベント開催のお知らせ 

       土日もマルバでレベルアップしませんか？ 
malva サッカースクール市川校にて、1 月 2 月イベントを開催いたします。お友達をお誘い合わせの上、 

是非ご参加下さい。詳細は下記をご確認下さい。 

 ■1 月 23 日（土）  休日サッカー教室 

① U-56（年中・年長）12：00～12：50（50 分）定員 6 名   スクール生 ￥1,500   ビジター ￥1,700  

② J1 クラス          13：00～14：00（60 分）定員 16 名  スクール生 ￥1,800   ビジター ￥2,000 

③ J2 クラス          14：00～15：00（60 分）定員 16 名  スクール生 ￥1,800   ビジター ￥2,000 

④ J3・JY クラス      15：00～16：00（60 分）定員 16 名  スクール生 ￥1,800   ビジター ￥2,000 

■1 月 24 日（日）マルバカップ・テクニッククラス・シュートクラス 

⑤  マルバカップ 1・2・3 年生  12：00～13：00（60 分）定員 16 名 スクール生 ￥1,800  ビジター ￥2,000 

⑥  テクニッククラス 1～6 年生 13：10～14：10（40 分）定員 20 名 スクール生 ￥1,200  ビジター ￥1,500 

⑦  マルバカップ 4・5・6 年生  14：20～15：20  （60 分）  定員 16 名 スクール生 ￥1,800  ビジター ￥2,000 

⑧  シュートクラス 4・5・6年生  15：20～16：00  （40分）  定員 12名 スクール生 ￥1,200  ビジター ￥1,500 

※マルバカップは参加者が 6 名以下の場合は、内容を変更して行いますので予めご了承下さい。 

■1 月 30 日（土） 短期集中トレーニング・シュートクラス 

⑨  短期集中 TR   1・2・3・4 年生  12：30～14：00（90 分） 定員 16 名 スクール生 ￥2,500  ビジター ￥3,000 

⑩  シュートクラス 1・2・3・4 年生 14：10～14：50（40 分）定員 12 名 スクール生 ￥1,200  ビジター ￥1,500 

■1 月 31 日（日）マルバカップ 

⑪  マルバカップ 1・2・3 年生  12：30～13：30（60 分）定員 16 名 スクール生 ￥1,800  ビジター ￥2,000 

⑫  マルバカップ 4・5・6 年生  13：45～14：45（60 分）定員 16 名 スクール生 ￥1,800  ビジター ￥2,000 

※マルバカップは参加者が 6 名以下の場合は、内容を変更して行いますので予めご了承下さい。 

■2 月 6 日（土）ポゼッションクラス  シュートクラス 

⑬ポゼッションクラス 4・5・6 年生/JY 12：30～14：00（90 分）定員 12 名 スクール生 ￥2,500  ビジター ￥3,000 

⑭シュートクラス 4・5・6 年生/JY 14：10～14：50（40 分）定員 12 名 スクール生 ￥1,200  ビジター ￥1,500 

■2 月 7 日（日）1 対 1 強化トレーニングクラス・ゴールキーパースクール 

⑮1 対 1 強化 TR  4・5・6 年生/JY 12：30～13：30（60 分）定員 16 名 スクール生 ￥1,800  ビジター ￥2,000 

⑯GK クラス 4・5・6 年生・中１  13：30～15：00（90 分）定員 8 名 スクール生 ￥2,500  ビジター ￥3,000 

■2 月 13 日（土）  休日サッカー教室  マルバカップ 

⑰ 休日スクール 1・2・3 年生 12：30～13：30（60 分）定員 16 名 スクール生 ￥1,800   ビジター ￥2,000  

⑱ マルバカップ 3・4・5 年生 13：45～14：45（60 分）定員 16 名 スクール生 ￥1,800   ビジター ￥2,000 

■2 月 14 日（土）ポゼッションクラス・1 対 1 強化トレーニングクラス 

⑲ポゼッションクラス 4・5・6 年生/JY 12：30～14：00（90 分）定員 12 名 スクール生 ￥2,500  ビジター ￥3,000 

⑳1 対 1 強化 TR  4・5・6 年生/JY 14：00～15：00（60 分）定員 16 名 スクール生 ￥1,800  ビジター ￥2,000 

 

■2 月 27 日（土）  休日サッカー教室・マルバカップ   

㉑ U-5・6（年中・年長）     12：00～12：50（50 分） 定員 6 名  スクール生 ￥1,500  ビジター ￥1,700  

㉒ 休日スクール 1・2・3 年生  13：00～14：00（60 分）定員 16 名 スクール生 ￥1,800  ビジター ￥2,000 

㉓ マルバカップ 3・4・5 年生  14：00～15：00（60 分）定員 16 名 スクール生 ￥1,800  ビジター ￥2,000 

㉔ 休日スクール J3・JY クラス 15：00～16：00（60 分）定員 16 名  スクール生 ￥1,800  ビジター ￥2,000 



【内容】 

<マルバカップ>60 分間試合を行います。試合中にコーチがアドバイスをしながら実践の中での効果的な動きや

判断力を磨いていきます。試合中の動き方がわからない。練習でやっていることが試合で活かせない等で悩ん

でいる方にお勧めいたします。チーム分けはコーチが行います。 

<短期集中トレーニング>ボールコントロール、パス、トラップ、シュート、1 対 1、2 対 2、ゲーム 

通常のスクールで行っているトレーニングを凝縮して行います。短期的に集中してレベルアップをしたい方に 

お勧めいたします。 

<1 対 1 強化トレーニング>様々な状況を設定して 1 対 1 のトレーニングを行います。 

マルバ流 1 対 1 の型を徹底的に伝えます。1 対 1（ 50 分）ゲーム（10 分） 

<ポゼッションクラス>ゴールを決める為に必要な、グループ（組織）としてのボールの 

動かし方、ボールの受け方、考え方などについてトレーニングしていきます。 

<ゴールキーパースクール>全身を使ったコーディネーショントレーニング、アジリティ系トレーニング、 

ボールフィーリング、GK 基本姿勢などを練習していきます。GK 以外の方も参加できます。 

【注意事項】 

・親御様の観覧は通常スクール同様、原則禁止とさせて頂きます。（U56/体験入会者/初回参加者除く） 

・コロナウイルス感染拡大状況により、やむを得ず急遽中止にする場合がございますので予めご了承下さい。 

中止の際は、市川校ブログにてお知らせいたします。 

【場所】  マルバサッカースクール市川校 

千葉県市川市八幡 2-15-10（パティオ本八幡 RF）             

[アクセス]  総武線 本八幡駅（北口） 徒歩 1 分  京成線 八幡駅 徒歩 5 分 

 

【対象】   募集学年の方ならどなたでもご参加頂けます。 未経験者歓迎！ 

※スクール名義のスポーツ安全保険に加入していない参加者様の当日の怪我事故等につきましては、 

責任を負いかねますので予めご了承ください。簡単な応急処置のみ対応致します。 

【料金】 スクール生  ※市川校・市川コルトンプラザ校 在籍者は振替での受講も可能です。 

                       振替受講をご希望の方は欠席日をフロントにお伝え下さい。 

                       90 分クラス（ポゼッションクラス、短期集中ＴＲクラス）は振替対象外となります。 

         ビジター    初回参加者は無料  2 回目以降 各イベント記載の料金になります。 

【持ち物】トレーニングシューズ（※スパイク不可）タオル・飲み物 ・ボールは施設側でご用意いたします。 

【申込方法】malva-ichikawa@futsalpoint.net へメールにてお申し込みください。 

※件名に「1・2 月イベント ＋氏名」を記載してください。 

本文に ①氏名（漢字/ひらがな）②学年 ③所属校又はチーム名 ④希望コース（例：①⑧㉒） 

⑤連絡先 ⑥その他 ※ビジターで初回参加者は、「ビジター 初回参加」と記載して下さい。 

※ビジターで 2 回目以降の参加の場合は、「ビジター 2 回目以降の参加」と記入して下さい。 

【申込開始】1 月 18 日（月） 16：00 より受付開始※先着順となります。 

※お申し込みから 2 日経過後に返信がない場合は、市川校フロントまでご連絡ください。 

※お申し込み後、キャンセルされる方は必ず市川校フロントにご連絡ご連絡をお願いいたします。 

※悪天候により中止の場合は市川校ブログにてスクール開始 2 時間前までにお知らせいたします。 

            【締め切り】 定員になり次第締め切りとさせて頂きます。 

【その他】   当日は屋上コート内で受付・出席確認をいたします。 

たくさんのご参加コーチ一同お待ちしております。 

ｍalva サッカースクール市川校   TEL：047-318-3910   malva-ichikawa@futsalpoint.net 


