
各小学校サッカー部・クラブチーム６年生

 

 

 

秋冷の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます

瀬戸フットボールクラブ

下記内容で、入団選考会及び練習の体験会を行いますので、現６年生の選手皆さんにはぜひご参加頂きたいと思います。

この機会にクラブの雰囲気や練習をご体験頂き、当クラブジュニアユース入団の検討をはじめ、

ての足がかりとなれば幸いと思っております。是非、積極的にご参加頂きますようお願い申し上げます。

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

※

各小学校サッカー部・クラブチーム６年生

 

瀬戸ＦＣ
 

 

秋冷の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます

さて、小学校生活も残り半年

瀬戸フットボールクラブ

下記内容で、入団選考会及び練習の体験会を行いますので、現６年生の選手皆さんにはぜひご参加頂きたいと思います。

この機会にクラブの雰囲気や練習をご体験頂き、当クラブジュニアユース入団の検討をはじめ、

ての足がかりとなれば幸いと思っております。是非、積極的にご参加頂きますようお願い申し上げます。
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◆ 会場・時間

◆ 参加方法

 
 
 
 

 

■ NPO

・ 本人携帯

・ ファックス
 

※トレーニングや試合

折り返し、ご連絡をさせて頂きます。

各小学校サッカー部・クラブチーム６年生

瀬戸ＦＣ 

秋冷の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます

さて、小学校生活も残り半年

瀬戸フットボールクラブのジュニアユース

下記内容で、入団選考会及び練習の体験会を行いますので、現６年生の選手皆さんにはぜひご参加頂きたいと思います。

この機会にクラブの雰囲気や練習をご体験頂き、当クラブジュニアユース入団の検討をはじめ、

ての足がかりとなれば幸いと思っております。是非、積極的にご参加頂きますようお願い申し上げます。

場   瀬戸市立水野中学校

間   １８：３０

象   現小学６年生（２０１８

持ち物   サッカーのできる服装・ボール・スパイク等

容   サッカー基礎技術・ゲーム

参加料   無料 

お申込み  申込用紙（別紙）に必要事項を明記し、ＦＡＸにてお申込み下さい。

その他   選考会

その後は自己負担とさせて頂き、クラブ側

第１回目 

第２回目 

第３回目 

＜

    １０/１８

・時間  水野中学校グラウンド

参加方法   サッカーの用意を持って練習会場へ直接、お越し下さい。（スタッフへ体験に来たとお伝え下さい）

※体験練習は無料です。

NPO 法人 瀬戸フットボール

本人携帯電話  

ファックス番号

や試合等、その場で

ご連絡をさせて頂きます。

各小学校サッカー部・クラブチーム６年生

 ジュニアユース

秋冷の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます

さて、小学校生活も残り半年、そろそろ中学生になっての

ジュニアユース

下記内容で、入団選考会及び練習の体験会を行いますので、現６年生の選手皆さんにはぜひご参加頂きたいと思います。

この機会にクラブの雰囲気や練習をご体験頂き、当クラブジュニアユース入団の検討をはじめ、

ての足がかりとなれば幸いと思っております。是非、積極的にご参加頂きますようお願い申し上げます。

＜ ジュニアユース入団

瀬戸市立水野中学校

１８：３０ 集合・受付

現小学６年生（２０１８

サッカーのできる服装・ボール・スパイク等

サッカー基礎技術・ゲーム

 

申込用紙（別紙）に必要事項を明記し、ＦＡＸにてお申込み下さい。

選考会、体験会に怪我等

その後は自己負担とさせて頂き、クラブ側

 

開催日 

11/18（土）

12/16（土）

1/20（土）

＜ 中学生と一緒に練習する

１８   １１

水野中学校グラウンド

サッカーの用意を持って練習会場へ直接、お越し下さい。（スタッフへ体験に来たとお伝え下さい）

体験練習は無料です。

選考会、体験会についてのお問い合わせと、お申込み先

瀬戸フットボール

   ０９０－３５８３－２３６１

番号  ０５６１－７６－５７９８

その場で電話に出られない場合もございます。その際は、留守番電話に

ご連絡をさせて頂きます。 また、メールにても承ります

各小学校サッカー部・クラブチーム６年生 選手・保護者

ジュニアユース 

秋冷の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます

、そろそろ中学生になっての

ジュニアユースチームでは、２０１８

下記内容で、入団選考会及び練習の体験会を行いますので、現６年生の選手皆さんにはぜひご参加頂きたいと思います。

この機会にクラブの雰囲気や練習をご体験頂き、当クラブジュニアユース入団の検討をはじめ、

ての足がかりとなれば幸いと思っております。是非、積極的にご参加頂きますようお願い申し上げます。

ジュニアユース入団

瀬戸市立水野中学校 グラウンド（瀬戸市日の出町３４）

集合・受付  １９：００開始

現小学６年生（２０１８年度より当クラブにて活動の意思がある者）

サッカーのできる服装・ボール・スパイク等

サッカー基礎技術・ゲーム  

申込用紙（別紙）に必要事項を明記し、ＦＡＸにてお申込み下さい。

に怪我等の傷害が発生した場合

その後は自己負担とさせて頂き、クラブ側

選考会開催日

 

（土） 深川小学校体育館

（土） 深川小学校体育館

（土） 1/27

中学生と一緒に練習する

１１/１・１１/１５

水野中学校グラウンド １９時～２１時

サッカーの用意を持って練習会場へ直接、お越し下さい。（スタッフへ体験に来たとお伝え下さい）

体験練習は無料です。事前連絡

選考会、体験会についてのお問い合わせと、お申込み先

瀬戸フットボールクラブ  ジュニアユース代表

０９０－３５８３－２３６１

０５６１－７６－５７９８

電話に出られない場合もございます。その際は、留守番電話に

また、メールにても承ります

選手・保護者 各位 

 入団選考会及び練習

秋冷の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます

、そろそろ中学生になってのサッカー

、２０１８年度から当チームで活躍される選手を募集しております。

下記内容で、入団選考会及び練習の体験会を行いますので、現６年生の選手皆さんにはぜひご参加頂きたいと思います。

この機会にクラブの雰囲気や練習をご体験頂き、当クラブジュニアユース入団の検討をはじめ、

ての足がかりとなれば幸いと思っております。是非、積極的にご参加頂きますようお願い申し上げます。

ジュニアユース入団選考会

グラウンド（瀬戸市日の出町３４）

１９：００開始

年度より当クラブにて活動の意思がある者）

サッカーのできる服装・ボール・スパイク等

  ＧＫ希望者は別途ＧＫメニュー有り

申込用紙（別紙）に必要事項を明記し、ＦＡＸにてお申込み下さい。

の傷害が発生した場合

その後は自己負担とさせて頂き、クラブ側

選考会開催日

雨天時 

深川小学校体育館

深川小学校体育館

1/27（土） 

中学生と一緒に練習する体験
 

/１５  １２

１９時～２１時 ※開始１０分前までには集合して下さい。

サッカーの用意を持って練習会場へ直接、お越し下さい。（スタッフへ体験に来たとお伝え下さい）

事前連絡が無くても

選考会、体験会についてのお問い合わせと、お申込み先

ジュニアユース代表

０９０－３５８３－２３６１（伊藤）

０５６１－７６－５７９８ 

電話に出られない場合もございます。その際は、留守番電話に

また、メールにても承ります → 

入団選考会及び練習

秋冷の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます

サッカー進路をいろいろとお考えの時期かと思います。

年度から当チームで活躍される選手を募集しております。

下記内容で、入団選考会及び練習の体験会を行いますので、現６年生の選手皆さんにはぜひご参加頂きたいと思います。

この機会にクラブの雰囲気や練習をご体験頂き、当クラブジュニアユース入団の検討をはじめ、

ての足がかりとなれば幸いと思っております。是非、積極的にご参加頂きますようお願い申し上げます。

選考会について

グラウンド（瀬戸市日の出町３４）

１９：００開始   ２０：４５

年度より当クラブにて活動の意思がある者）

サッカーのできる服装・ボール・スパイク等   

ＧＫ希望者は別途ＧＫメニュー有り

申込用紙（別紙）に必要事項を明記し、ＦＡＸにてお申込み下さい。

の傷害が発生した場合の対応は

その後は自己負担とさせて頂き、クラブ側は責任を負いかねますのでご了承

選考会開催日   

申込期限

深川小学校体育館 11/16

深川小学校体育館 12/14

 1/18（木

体験会にご参加下さい

１２/１３・１２/

開始１０分前までには集合して下さい。

サッカーの用意を持って練習会場へ直接、お越し下さい。（スタッフへ体験に来たとお伝え下さい）

無くてもご参加頂けます

選考会、体験会についてのお問い合わせと、お申込み先

ジュニアユース代表 伊藤輝幸

（伊藤） 

 ← 選考会の

電話に出られない場合もございます。その際は、留守番電話に

 teru-cho@i.softbank.jp

NPO 法人

入団選考会及び練習体験

秋冷の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます

進路をいろいろとお考えの時期かと思います。

年度から当チームで活躍される選手を募集しております。

下記内容で、入団選考会及び練習の体験会を行いますので、現６年生の選手皆さんにはぜひご参加頂きたいと思います。

この機会にクラブの雰囲気や練習をご体験頂き、当クラブジュニアユース入団の検討をはじめ、

ての足がかりとなれば幸いと思っております。是非、積極的にご参加頂きますようお願い申し上げます。

について ＞ 

グラウンド（瀬戸市日の出町３４） 

２０：４５ 終了予定

年度より当クラブにて活動の意思がある者）

ＧＫ希望者は別途ＧＫメニュー有り

申込用紙（別紙）に必要事項を明記し、ＦＡＸにてお申込み下さい。

の対応は応急処置までとさせて頂きます。

責任を負いかねますのでご了承

※雨天の場合は予備日に行います。

申込期限 

（木） 合否通知用のハガキを１枚

ご持参下さい（住所・氏名

（木） 

（木） 
 

にご参加下さい ＞

２７  １/３１

開始１０分前までには集合して下さい。

サッカーの用意を持って練習会場へ直接、お越し下さい。（スタッフへ体験に来たとお伝え下さい）

ご参加頂けます。どうぞお気軽にご参加下さい。

選考会、体験会についてのお問い合わせと、お申込み先 

伊藤輝幸 

のお申込みはこちら

電話に出られない場合もございます。その際は、留守番電話に用件、お名前をお残し下さい。

cho@i.softbank.jp（伊藤）

平成２

法人 瀬戸フットボールクラブ

代表

体験会のご案内

秋冷の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます

進路をいろいろとお考えの時期かと思います。

年度から当チームで活躍される選手を募集しております。

下記内容で、入団選考会及び練習の体験会を行いますので、現６年生の選手皆さんにはぜひご参加頂きたいと思います。

この機会にクラブの雰囲気や練習をご体験頂き、当クラブジュニアユース入団の検討をはじめ、サッカー進路の選択

ての足がかりとなれば幸いと思っております。是非、積極的にご参加頂きますようお願い申し上げます。 

終了予定 

年度より当クラブにて活動の意思がある者） 

ＧＫ希望者は別途ＧＫメニュー有り 

申込用紙（別紙）に必要事項を明記し、ＦＡＸにてお申込み下さい。 

までとさせて頂きます。

責任を負いかねますのでご了承下さい。

※雨天の場合は予備日に行います。

補足

合否通知用のハガキを１枚

ご持参下さい（住所・氏名

が記入済のもの）

 ハガキ不要です

その場でお伝えします。

＞ 

３１  ２/７・２

開始１０分前までには集合して下さい。 

サッカーの用意を持って練習会場へ直接、お越し下さい。（スタッフへ体験に来たとお伝え下さい）

どうぞお気軽にご参加下さい。

 

お申込みはこちら（受付担当：信原）

お名前をお残し下さい。

（伊藤） 

平成２９年１０月吉日

瀬戸フットボールクラブ

代表 大橋 徹太郎

会のご案内 

秋冷の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

進路をいろいろとお考えの時期かと思います。 

年度から当チームで活躍される選手を募集しております。

下記内容で、入団選考会及び練習の体験会を行いますので、現６年生の選手皆さんにはぜひご参加頂きたいと思います。 

サッカー進路の選択に向け

までとさせて頂きます。

下さい。 

※雨天の場合は予備日に行います。 

補足 

合否通知用のハガキを１枚

ご持参下さい（住所・氏名

が記入済のもの） 

です。合否は

その場でお伝えします。 

７・２/２１ 

 

サッカーの用意を持って練習会場へ直接、お越し下さい。（スタッフへ体験に来たとお伝え下さい）

どうぞお気軽にご参加下さい。 

（受付担当：信原） 

お名前をお残し下さい。 

年１０月吉日  

瀬戸フットボールクラブ 

徹太郎 

年度から当チームで活躍される選手を募集しております。 

 

に向け

までとさせて頂きます。 

サッカーの用意を持って練習会場へ直接、お越し下さい。（スタッフへ体験に来たとお伝え下さい） 

 


