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フットボールライフフットボールライフ
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Foot ball Life　千住

“なでしこ jr”
サッカースクール

小学１年～６年生
　　　　スクール生大募集！！
小学１年～６年生
　　　　スクール生大募集！！

２０１５年２月新規ＯＰＥＮ！！２０１５年２月新規ＯＰＥＮ！！
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なでしこ jr スクールへの想いなでしこ jr スクールへの想い
フットボールライフは 2004 年度より、葛飾区金町で行っている

小学生を対象とした大好評のジュニアサッカースクールです。

２０１０年の女子Ｗ杯優勝をきっかけに近年の女子サッカーの

人気が高まり、世界で活躍する日本女性の可能性を大きく感じています。

しかし、現状は女性がサッカーをできる環境は少なく、真剣にやりたくても

男性に混ざっての場合やグラウンドがない等、問題が数多くあります。　

今回、かねてより皆様から多くのご要望を頂いていた小学生女子を対象

としたスクールをミズノフットサルプラザ千住にてオープンすることに

なり、女子サッカーの普及、現状の打開と、サッカーの楽しさを伝えられる

スクールを目指します！
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月３回
木曜日

17:30 ～ 19:30

詳しくは裏面を
ご覧ください！！
詳しくは裏面を
ご覧ください！！

ＨＰＨＰ http://www.football-life.info/http://www.football-life.info/
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フットボールライフ千住　
　　　　　　　　なでしこ jr サッカースクール

無料体験参加申込書

入会者おなまえ

保護者御氏名

申込年月日

この度、貴サッカースクールの無料体験に参加いたしたく、
下記の通り保護者同意の上、参加申込みいたします。

ご本人と確認できる

３ヶ月以内の写真を

貼付してください。

※スナップ可

住所
〒

自宅 TEL

御父兄の緊急
連絡先

携帯 TEL 父・母　※いずれかに○をつけてください

ふりがな

㊞

２０　　年　　月　　日

-

- -

- -
その他非常時に連絡とれる番号ご記入下さい TEL - -

生年月日 年　　月　　日

学校名 学年

所属クラブ・少年団・スクール
※あれば全てお書きください

スクールまでの
　　　交通手段

１．徒歩　　２．バス　　３．自転車　　４．車　　５．電車　６．その他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　( 　　　　　)　

無料体験参加希望日 １月２２日 ２９日
※希望日に○
両日希望は
両方に○

ご本人の性格・心身についての特記事項

申込用紙の送付先

お電話でのお申し込みは 090-8818-9542代表・根本

※記入していただいた個人情報は、スクールにて厳重に管理し、スクール運営の目的以外では使用いたしません。

〒125-0041

定員２６名定員２６名

東京都葛飾区東金町 2-18-1-106

フットボールライフ宛



フットボールライフ千住
　　　　　　　なでしこ jr サッカースクール
フットボールライフ千住
　　　　　　　なでしこ jr サッカースクール

●　入会金●　入会金 ￥5,500￥5,500

●　年会費●　年会費 ￥5,500￥5,500

●　月会費●　月会費

※月３回の日程は２ヶ月前を目安

に決定、事前に告知致します
※月３回の日程は２ヶ月前を目安

に決定、事前に告知致します

※雨天決行 ( 振替無 )※雨天決行 ( 振替無 )

前月 27 日までに翌月の月会費の支払前月 27 日までに翌月の月会費の支払

( 入会時のみ２ヵ月分 )( 入会時のみ２ヵ月分 )

費用

￥6,500￥6,500

レベルや意識に応じた練習内容レベルや意識に応じた練習内容

誰かと比べる事なく、

確実に個々がレベルアップ出来るように

学年だけではグループ分けをせず、

レベルや意識を考慮し、

A・B・C の 3 グループでトレーニングを

行います。

誰かと比べる事なく、

確実に個々がレベルアップ出来るように
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レベルや意識を考慮し、

A・B・C の 3 グループでトレーニングを

行います。

知識と経験ある指導者知識と経験ある指導者
根本真樹根本真樹

指導にあたった人数は約 1000 人。サッカーが大好きなのがひと目でわかるほどの熱血指導！

指導方針は、『真剣にプレーすることを楽しもう！』

1978 年生まれ 東京都世田谷区出身

（サッカー歴）三菱養和 → 私立昭和第一高等学校サッカー部

（指導歴） 某都立高校サッカー部・某民間フットサル施設 指導員、某芸能人チーム指導、FBL 主管

指導にあたった人数は約 1000 人。サッカーが大好きなのがひと目でわかるほどの熱血指導！

指導方針は、『真剣にプレーすることを楽しもう！』
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（指導歴） 某都立高校サッカー部・某民間フットサル施設 指導員、某芸能人チーム指導、FBL 主管

上田英生上田英生
現役時代はＦＷとして活躍。熱意のある指導と優しさあふれる丁寧な伝え方に定評のある指導者

1978 年生まれ 東京都江戸川区出身

（サッカー歴）私立昭和第一高等学校サッカー部→ 明海大学サッカー部卒 

→ ＪＦＬ横河武蔵野 FC 2000 ～ 2005 年所属

現役時代はＦＷとして活躍。熱意のある指導と優しさあふれる丁寧な伝え方に定評のある指導者

1978 年生まれ 東京都江戸川区出身

（サッカー歴）私立昭和第一高等学校サッカー部→ 明海大学サッカー部卒 

→ ＪＦＬ横河武蔵野 FC 2000 ～ 2005 年所属

西島裕貴西島裕貴
フットボールライフの各種スクールコーチを担当

1986 年生まれ 東京都渋谷区出身

フットボールライフの各種スクールコーチを担当

1986 年生まれ 東京都渋谷区出身

・ジュニアから社会人までスクールをメインに、イベントや、

　審判派遣等フットボールに関する全ての事業を行う。

・フットボールを真剣に楽しむことをモットーに老若男女、

　レベルを問わず様々な人が参加。

・２００３年始動。

・現在はジュニアスクール約１００名。

・大人のスクールは延べ１０００名を超す人気スクール。

・ジュニアスクール卒業生は様々なクラブ、有名校等で活躍中。
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実績あるサッカースクール実績あるサッカースクール

練習時の持物練習時の持物
サッカーボール、タオル、すねあて

トレーニングシューズ ( スパイク禁止 )

飲み物

サッカーボール、タオル、すねあて

トレーニングシューズ ( スパイク禁止 )

飲み物

ミズノフットサルプラザ千住ミズノフットサルプラザ千住
足立区千住関屋町 19-1足立区千住関屋町 19-1

TEL  03-3870-8504TEL  03-3870-8504

練習会場練習会場

京成　関屋駅より徒歩３分京成　関屋駅より徒歩３分

東武　牛田駅より徒歩３分東武　牛田駅より徒歩３分

体に負担の少ない
　良質人工芝！

ＭＡＰ

木曜日 17:30 ～ 19:30木曜日 17:30 ～ 19:30

練習時間練習時間

・お車の方は施設の有料駐車場を
　ご利用下さい。　( 割引あり )

・更衣室、シャワー室ご利用できます。

・自転車の方は施設の指定駐輪場所
　にお願いします。

・クラブハウスをご利用いただくことは
　可能です。ただし他のお客様のご迷惑
　とならないようにご注意下さい。

保護者の皆様へ

指導理念指導理念
なでしこ jr サッカースクールでは、はじめてボールを蹴る子供から、

すでにチームに所属し活動している子供まで、

サッカーだけを教えるのではなく、サッカーを通じて人間性を育てる

事を最大の目的といたします。　そのために必要なことは「基本」です。

サッカーをプレーしていく上での「基本」、

人としての「基本」。　言葉としては簡単ですが、

それを実践するのはとても難しく、根気のいることです。

それでも、当スクールはあえてそれに挑戦していきます。

サッカーだけが出来る子供を育てていくのではなく、

サッカーも出来る、あいさつも出来る、ルールを守ることも出来る、

そんな指導を行っていきます。
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