
キッズクラス
（年中～年長）

年中・年長の幼児クラス。
楽しくボールを蹴ってサッ
カー、フットサルを大好き
になろう。少人数競技のフッ
トサルは自分でドリブル、
シュートする回数が多いか
ら楽しく上達できます。

フットサルクラス
（小学1～6年生）

フットサルを学べる通常レッス
ンクラス。ボールに慣れるまで
の初心者レッスンから、プロ経
験者にしかわからない技術や予
測と判断などの高度な指導ま
で、プロ経験のコーチが子供の
レベルに合わせ指導します。

セレソンクラス
（選抜クラス）

スクール生や、希望する小学生
から選抜し編成したフットサル
クラス。プロ選手が監督を務め、
判断、個人戦術、チーム戦術等を
きめ細く指導。試合も行う。入団
希望者は要問合せ。サッカー
チーム所属してても参加可能。

ポルキーニャ（女子クラス）
（年長・小学1～6年生）

キッズ・小学1～6年生の女子
フットサルチーム。毎週女子限定
で練習。男子がいないのでボール
に多くさわれる環境です。自分で
判断できる、技術の高い選手に育
成します。サッカーチーム所属し
てても参加可能です。

　   アジリティクラス
（スピード専門トレーニング）

一般的に俊敏性の能力が伸
びるのは12歳までと短く、
6年生までに鍛えて伸ばし
ます。「どうしたら速く、素早く
動けるか」をテーマに、「速
さ」「瞬発力」向上のトレーニ
ングを行います。

瞬発力が
アップする！

ドリームフットサルスクール開催日
入会金：5,500 円・年会費：7,200 円・月謝：小学生：6,600 円/ キッズ：3,300 円　※レッスンは月 3～4回 ※各クラス定員 20名 ※体験期間中はスポーツ保険に加入していません。

※すでに定員のクラスもあります。お問合わせください。　※クラスと時間割りは変更される場合があります。　※担当コーチが予告なく変更になる場合もあります。　※2022年 5月5日現在

火曜

木曜

水曜

曜日

月曜

担当コーチキッズクラス（年中•年長） 担当コーチ 担当コーチU-10（小学 3～4年生）U-8（小学 1～2年生） 担当コーチU-12（小学 5～6年生）
瑞穂会場 場所：DREAM futsal park（屋外）

渡邉 /ほか 渡邉 /ほか(小学 1～3年生 )18：00～19：10 70分 ( 小学 4～6年生 )19：10～20：30 80分
フットサルクラスU-12フットサルクラスU-9

（年中•年長）
15:40～16:30

50分 60分

☆年長・U7クラス 年長・1年生
☆U-9   クラス　小学 2・3年生
☆U-12クラス　小学 4～6年生

16:30～18:30
17:30～19:30

15:30～16:30

70分 80分

（年中•年長）
15:40～16:30

50分 ヴィニシウスヴィニシウス （小学 1～2年生）
16:40～17:40 60分 （小学3～4年生）

17:50～19:00 70分 （小学5～6年生）
19:10～20:30

（小学 1～2年生）
16:40～17:40

（小学 3～4年生）
17:50～19:00

（年中•年長）
9:30～10:20

50分 60分 70分（小学3～4年生）
11:30～12:40

（小学 5～6年生）
19:10～20:30

80分

60分

120分
120分

セレソンクラス瑞穂
選抜選手によるチーム練習

セレソンクラス昭島 についてはお問い合わせ下さい。

（小学1～2年生）
16:00～17:30

※時間変更可能性あり ※時間変更可能性あり

90分 120分 （小学5～6年生）
19:00～21:00

（小学 3～4年生）
17:30～19:30 120分

セレソンクラス瑞穂
選抜選手によるチーム練習

（小学1～2年生）
16:00～17:30 90分 120分 （小学5～6年生）

19:00～21:00
（小学 3～4年生）
17:30～19:30 120分

（小学4～6年生）
17:40～19:00 80分80分 シニーニャ

ヴィニシウス

（小学 3～6年生推奨）
19:30～20:30

（小学 1～4年生推奨）
17:50～18:50

（小学 1～3年生）
16:30～17:40 70分70分 シニーニャ

60分 ラファエル

ヴィニシウス/
ラファエル

（年中•年長）
16:00～16:50 50分 チーニョチーニョ （小学 1～3年生）

17:00～18:10 70分 （小学5～6年生）
18:10～19:30 80分 60分

60分

チーニョチーニョ
19:30～20:30

（小学 1～2年生）
10:20～11:20

立川会場 場所：錦町フットサル場、スンリフットサルフィールド、立川市錦町、柴崎町周辺グラウンド

渡邉 /ほか 渡邉 /ほか

シニーニャ
/ほか(小学 4～6年生 )19：10～20：30 80分フットサルクラスU-12シニーニャ

/ほか(小学 1～3年生 )18：00～19：10 70分フットサルクラスU-9

( 小学４～５年生 )19:30 ～ 21：00
セレソンクラスU-12

昭島会場

水曜

月曜

渡邉 /ほか

渡邉 /ほか 渡邉 /ほか

渡邉 /ほか

U-9クラス (小学 1～3年生 ) 担当コーチ

U-9クラス (小学 1～3年生 ) 担当コーチ 担当コーチ

担当コーチU-12クラス (小学 4～6年生 )

U-12クラス (小学 4～6年生 )

曜日

水曜

金曜

曜日

(小学 1～3年生 )18：00～19：10 70分

90分 90分

( 小学 1～3年生 )18：00～19：10 70分

( 小学 4～6年生 )19：10～20：30 80分

( 小学 4～6年生 )19：10～20：30 80分

金曜

土曜

場所：昭島市内体育施設（体育館）

スピード専門アジリティ

フットサルクラスU-12フットサルクラスU-9

木曜 (小学 1～3年生 )18：00～19：30
セレソンクラスU-10

シニーニャクラス U-12シニーニャクラス U-9

キッズクラス フットサルクラスU-8 フットサルクラスU-10 フットサルクラスU-12

スピード専門アジリティ

キッズクラス フットサルクラスU-9 フットサルクラスU-12 スピード専門トレーニング 
アジリティクラス

キッズクラス フットサルクラスU-8 フットサルクラスU-10 フットサルクラスU-12

小学生女子限定フットサル練習　
ポルキーニャ

フットサルクラスU-9 フットサルクラスU-12

ラファエル

シニーニャ/
須崎 シニーニャ

セレソンクラスU-10
須崎 /
ほか

シニーニャ

シニーニャ

須崎

シニーニャ/
須崎

シニーニャ/
須崎

キッズクラス フットサルクラスU-8 フットサルクラスU-10
ラファエル ラファエル ラファエル

須崎 /
ほか

須崎 /
ほか

プレセレソンクラスU-8 セレソンクラスU-12

セレソンクラスU-10
須崎 須崎 須崎/

シニーニャ

プレセレソンクラスU-8 セレソンクラスU-12

GKクラス　U-9
（初心者&低学年向け）17:00～18:10

70分 GKクラス　U-12
（GK経験者向け）18:10～19:30

80分
イゴールイゴール
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2018

無料体験受付中！キッズ•小学生 スクール

042-557-8198042-557-8198
フットサル•サッカー

ドリームフットサルスクール

ドリームフットサルスクール


