
学年 時間 曜日 会場 コース 月会費（税抜） 年会費（税抜） 活動期間16:10～17:00 木 週1回 ¥4,50010:15～11:05 土 週2回 ¥7,50016:10～17:10 水 週1回 ¥6,0009:00～10:00 土 週2回 ¥9,000週1回 ¥8,000週2回 ¥13,000ベーシック U10 小3・小4 17:25～18:45 水 黒笹グラウンド 週1回 ¥6,000週1回 ¥7,000週2回 ¥11,000ベーシック U12 小5・小6 17:25～18:45 木 黒笹グラウンド 週1回 ¥6,000週1回 ¥7,000週2回 ¥11,000水 黒笹グラウンド金 三好公園陸上競技場　他火 三好公園陸上競技場　他
学年 時間 曜日 会場 コース 月会費（税抜） 年会費（税抜） 活動期間ベーシック U6 年中・年長 16:20～17:10 火 トヨタ自動車 三好工場グラウンド 週1回 ¥4,500ベーシック U8 小1・小2 16:10～17:10 木 トヨタ自動車 三好工場グラウンド 週1回 ¥6,000ベーシック U10 小3・小4 17:25～18:45 木 トヨタ自動車 三好工場グラウンド 週1回 ¥6,000ベーシック U12 小5・小6 17:25～18:45 火 トヨタ自動車 三好工場グラウンド 週1回 ¥6,000学年 時間 曜日 会場 コース 月会費（税抜） 年会費（税抜） 活動期間ベーシック U5 年中 16:00～16:50 金 ブラザー工業 荒崎グラウンド 週1回 ¥4,500ベーシック U6 年長 16:00～16:50 水 ブラザー工業 荒崎グラウンド 週1回 ¥4,500ベーシック U7 小1 15:50～16:50 火 ブラザー工業 荒崎グラウンド 週1回 ¥6,000ベーシック U8 小2 16:00～17:00 木 ブラザー工業 荒崎グラウンド 週1回 ¥6,000ベーシック U9 小3 17:10～18:25 木 ブラザー工業 荒崎グラウンド 週1回 ¥6,000ベーシック U10 小4 17:00～18:20 火 ブラザー工業 荒崎グラウンド 週1回 ¥6,000週1回 ¥6,000週2回 ¥9,000学年 時間 曜日 会場 コース 月会費（税抜） 年会費（税抜） 活動期間ベーシック U6 年中・年長 16:20～17:10 月 武田テバ オーシャンアリーナ 週1回 ¥4,500火 フットサルアリーナ港 週1回 ¥6,000金 武田テバ オーシャンアリーナ 週2回 ¥9,000火 フットサルアリーナ港 週1回 ¥6,000金 武田テバ オーシャンアリーナ 週2回 ¥9,000ベーシック U12 小5・小6 17:25～18:45 月 武田テバ オーシャンアリーナ 週1回 ¥6,000

2019年度　名古屋グランパスサッカースクール　開催概要2019年度　名古屋グランパスサッカースクール　開催概要2019年度　名古屋グランパスサッカースクール　開催概要2019年度　名古屋グランパスサッカースクール　開催概要※月会費、年会費の金額は全て税抜表示税抜表示税抜表示税抜表示につき、別途消費税がかかります。（2019年9月まで：8%、2019年10月以降：10%10%10%10%）①みよしスクール①みよしスクール①みよしスクール①みよしスクールクラスベーシック U6 年中・年長 旭グラウンド　他
¥10,000 11ヶ月※8月除くアドバンス U10 小3・小4 17:25～18:45 火・金 黒笹グラウンド

ベーシック U8 小1・小2 旭グラウンド　他スーパー U8 小1・小2 16:10～17:10 火・金 黒笹グラウンド
中1 19:00～20:30 週2回 ¥11,000アドバンス U12 小5・小6 19:00～20:20 水・金 黒笹グラウンド

¥11,000※芝生養生や施設改修等の理由で会場が変更となる可能性がございます。その場合は事前にご案内いたします。※ベーシックU6・U8の土曜日は芝生養生期間中、会場が変更になります。また、時間も午後になる可能性がございます。その場合は事前にご案内いたします。※みよしFC U15は1月以降、活動回数が週2回となる予定です。※2019年度より、みよしスクールの年会費が10,000円（税抜）に変更になります。（他スクール同額）②豊田スクール②豊田スクール②豊田スクール②豊田スクール
U15 中3 19:00～20:30 火・木・金 黒笹グラウンド 週3回 12ヶ月みよしFC U14 中2 19:00～20:30 週3回 ¥11,000水・木 黒笹グラウンドみよしFC

みよしFC U13

クラス ¥10,000 11ヶ月※8月除く③瑞穂スクール③瑞穂スクール③瑞穂スクール③瑞穂スクールクラス
¥10,000 11ヶ月※8月除くベーシック U12 小5・小6

16:10～17:10ベーシック U10 小3・小4 17:25～18:45
17:00～18:20 水・金 ブラザー工業 荒崎グラウンド④港スクール　④港スクール　④港スクール　④港スクール　※月曜日（U6/U12）・金曜日（U8/U10）については新規入校生を募集いたしませんので、ご注意下さい。※月曜日（U6/U12）・金曜日（U8/U10）については新規入校生を募集いたしませんので、ご注意下さい。※月曜日（U6/U12）・金曜日（U8/U10）については新規入校生を募集いたしませんので、ご注意下さい。※月曜日（U6/U12）・金曜日（U8/U10）については新規入校生を募集いたしませんので、ご注意下さい。クラス ¥10,000 11ヶ月※8月除くベーシック U8 小1・小2



学年 時間 曜日 会場 コース 月会費（税抜） 年会費（税抜） 活動期間ベーシック U8 小1・小2 16:00～17:00 金 春日井インターフットサルクラブ 週1回 ¥6,000ベーシック U10 小3・小4 17:10～18:30 金 春日井インターフットサルクラブ 週1回 ¥6,000ベーシック U12 小5・小6 18:40～20:00 金 春日井インターフットサルクラブ 週1回 ¥6,000学年 時間 曜日 会場 コース 月会費（税抜） 年会費（税抜） 活動期間週1回 ¥4,500週2回 ¥7,500週1回 ¥6,00010:10～11:10 土 週1回 ¥6,000週2回 ¥9,000週1回 ¥7,000週2回 ¥11,000週1回 ¥6,000週2回 ¥9,000週1回 ¥7,000週2回 ¥11,000
学年 時間 曜日 会場 コース 月会費（税抜） 年会費（税抜） 活動期間ベーシック U8 小1・小2 16:00～17:00 水 フットサルカフェエリア 週1回 ¥6,000ベーシック U10 小3・小4 17:10～18:30 水 フットサルカフェエリア 週1回 ¥6,000ベーシック U12 小5・小6 18:40～20:00 水 フットサルカフェエリア 週1回 ¥6,000学年 時間 曜日 会場 コース 月会費（税抜） 年会費（税抜） 活動期間週1回 ¥4,500週2回 ¥7,500週1回 ¥6,000週2回 ¥9,000週1回 ¥6,000週2回 ¥9,000週1回 ¥6,000週2回 ¥9,000学年 時間 曜日 会場 コース 月会費（税抜） 年会費（税抜） 活動期間ベーシック U6 年中・年長 16:00～16:50 火 新栄フットサルアリーナ 週1回 ¥4,500ベーシック U8 小1・小2 16:00～17:00 木 新栄フットサルアリーナ 週1回 ¥6,000ベーシック U10 小3・小4 17:10～18:30 木 新栄フットサルアリーナ 週1回 ¥6,000ベーシック U12 小5・小6 17:00～18:20 火 新栄フットサルアリーナ 週1回 ¥6,000

⑤春日井スクール⑤春日井スクール⑤春日井スクール⑤春日井スクールクラス ¥10,000 11ヶ月※8月除く⑥名古屋WESTスクール⑥名古屋WESTスクール⑥名古屋WESTスクール⑥名古屋WESTスクールクラスベーシック U6 年中・年長 16:00～16:50 月・金 名古屋WESTフットサルクラブ
¥10,000 11ヶ月※8月除くベーシック U8 小1・小2 16:00～17:00 月・金 名古屋WESTフットサルクラブ 週2回アドバンス U10 小3・小4 17:10～18:30 月・金 名古屋WESTフットサルクラブ ¥9,000ベーシック U10 小3・小4 17:10～18:30 月・金 名古屋WESTフットサルクラブ

アドバンス U12 小5・小6 18:40～20:00 月・金 名古屋WESTフットサルクラブベーシック U12 小5・小6 18:40～20:00 月・金 名古屋WESTフットサルクラブ 週1回 ¥8,000※ベーシックU8は週3回開催となりますが、参加は週2回（2曜日）までとなります。⑦名古屋北スクール⑦名古屋北スクール⑦名古屋北スクール⑦名古屋北スクールクラス ¥10,000 11ヶ月※8月除く
大人 20歳以上50歳未満 8:30～10:00 土 名古屋WESTフットサルクラブ

⑧岡崎スクール⑧岡崎スクール⑧岡崎スクール⑧岡崎スクールクラスベーシック U6 年中・年長 16:20～17:10 火・木 岡崎げんき館 ¥10,000 11ヶ月※8月除くベーシック U10 小3・小4 17:25～18:45 水・金 岡崎げんき館ベーシック U8 小1・小2 16:10～17:10 水・金 岡崎げんき館
⑨栄スクール⑨栄スクール⑨栄スクール⑨栄スクールクラス ¥10,000 11ヶ月※8月除く

ベーシック U12 小5・小6 17:25～18:45 火・木 岡崎げんき館



学年 時間 曜日 会場 コース 月会費（税抜） 年会費（税抜） 活動期間ベーシック U6 年中・年長 16:20～17:10 木 暮らしの学校スポーツスクエア 週1回 ¥4,500週1回 ¥6,000週2回 ¥9,000週1回 ¥6,000週2回 ¥9,000ベーシック U12 小5・小6 17:25～18:45 木 暮らしの学校スポーツスクエア 週1回 ¥6,000学年 時間 曜日 会場 コース 月会費（税抜） 年会費（税抜） 活動期間ベーシック U6 年中・年長 16:20～17:10 木 口論義運動公園 週1回 ¥4,500ベーシック U8 小1・小2 16:10～17:10 木 口論義運動公園 週1回 ¥6,000ベーシック U10 小3・小4 17:25～18:45 木 口論義運動公園 週1回 ¥6,000火 黒笹グラウンド　他 週1回 ¥8,000木 口論義運動公園 週2回 ¥13,000ベーシック U12 小5・小6 17:25～18:45 木 口論義運動公園 週1回 ¥6,000週1回 ¥8,000週2回 ¥13,000
学年 時間 曜日 会場 コース 月会費（税抜） 年会費（税抜） 活動期間新設 ベーシック U6 年中・年長 10:40～11:30 土 豊田フットサルクラブ ルミナス 週1回 ¥4,500
学年 時間 曜日 会場 コース 月会費（税抜） 年会費（税抜） 活動期間

⑩岡崎南スクール⑩岡崎南スクール⑩岡崎南スクール⑩岡崎南スクールクラス
小3・小4 17:25～18:45 水・金 暮らしの学校スポーツスクエア⑪口論義（こうろぎ）スクール⑪口論義（こうろぎ）スクール⑪口論義（こうろぎ）スクール⑪口論義（こうろぎ）スクールクラス

¥10,000 11ヶ月※8月除くベーシック U8 小1・小2 16:10～17:10 水・金 暮らしの学校スポーツスクエアベーシック U10

火・木 口論義運動公園大人 20歳以上50歳未満 19:30～20:50 火 口論義運動公園 ¥10,000スーパー U10 小3・小4 19:00～20:20スーパー U12 小5・小6 19:00～20:20 週1回 ¥8,000⑫豊田土橋スクール⑫豊田土橋スクール⑫豊田土橋スクール⑫豊田土橋スクールクラス ¥10,000 11ヶ月※8月除く大人 20歳以上50歳未満 9:00～10:30 土
11ヶ月※8月除く

¥5,000 ¥10,000 11ヶ月※8月除くトヨタスポーツセンター名古屋グランパス第2グラウンド（人工芝） 週1回 ¥5,000トヨタスポーツセンター名古屋グランパス第2グラウンド（人工芝）
豊田フットサルクラブ ルミナス 週1回 ¥8,000⑬TSCスクール⑬TSCスクール⑬TSCスクール⑬TSCスクール（新設）（新設）（新設）（新設）クラスストライカー U10 小3・小4 17:00～18:00新設 ストライカー U12 小5・小6 18:15～19:15 月月 トヨタスポーツセンター名古屋グランパス第2グラウンド（人工芝） 週1回新設 週1回 ¥5,000新設 GK U12 小5・小6 18:15～19:15 月 トヨタスポーツセンター名古屋グランパス第2グラウンド（人工芝） 週1回新設 GK U10 小3・小4 17:00～18:00 月

※祝日の際は会場の都合につきお休みとなりますので、予めご了承ください。※隣接する天然芝グラウンドへの立ち入りはご遠慮下さい。※こちらのスクールは週2回の月会費対象外になります。
¥5,000新設 大人 20歳以上50歳未満 19:30～21:00 月 トヨタスポーツセンター名古屋グランパス第2グラウンド（人工芝） 週1回 ¥8,000



○：空き有り   △：空き残りわずか　　　×：空き無し　　　−：その他木曜日 土曜日 水曜日 土曜日○ ○ △△△△ ××××
U5 U6 U7 U8 U9 U10金曜日 水曜日 火曜日 木曜日 木曜日 火曜日 水曜日 金曜日○ ○ ○ ○ △△△△ ○ ○ ○火曜日 金曜日 火曜日 金曜日○ ×××× ○ ××××
月曜日 金曜日 月曜日 金曜日 土曜日 月曜日 金曜日 月曜日 金曜日○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
火曜日 木曜日 水曜日 金曜日 水曜日 金曜日 火曜日 木曜日○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

水曜日 金曜日 水曜日 金曜日○ ○ ×××× ××××

名古屋グランパスサッカースクール スクール別空き状況

GK・U12 大人月曜日 月曜日△△△△ ○トヨタスポーツセンター ストライカー・U10 ストライカー・U12 GK・U10月曜日 月曜日 月曜日△△△△ ○ ○
○ △△△△ ○ ○ ○豊田土橋 ○ △△△△
U6 U8 U10 U12 大人木曜日 木曜日 木曜日 木曜日 火曜日

○ ○ ○岡崎南 U8 U10 U12木曜日△△△△○栄 U6 U8 U10 U12火曜日 木曜日 木曜日 火曜日○
名古屋北 U8 U10 U12水曜日 水曜日 水曜日U8 U10 U12 大人土曜日○

土曜日U6 大人土曜日口論義 U6木曜日
U6 U8 U10 U12岡崎 ○ ○ ○
○ ○ ○名古屋WEST U6春日井 U8 U10 U12金曜日 金曜日 金曜日港 U6 U8 U10 U12月曜日 月曜日×××× ××××
○ ○ ○ ○瑞穂 U12豊田 U6 U8 U10 U12火曜日 木曜日 木曜日 火曜日

2019年2月1日現在
みよし U6 U8 U10 U12水曜日 木曜日△△△△ ○


