
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

KIDS ACADEMY 

キッズエリートクラス U-6 (新設) 

未就学児(5 歳)でサッカー・運動の更なる上達を目指して

いるお子様を対象へのジュニア年代の準備とします。□

時間・・１５：１５～１６：１５ 

□会場・・西明石 上ヶ池公園 

無料体験・・体験料￥0 8月 24 日 

月間    \5,500月/水 2曜日参加可 

□持物・・サッカーボール・運動靴 

□募集・・10 名（ 2 日間 ） 

□対象・・未就学児（ 5 歳 ） 

+1,100 円加算全曜日参加可能 

江口倫司：JFA公認 A 級ジェネラルコーチ 

キッズチャレンジクラス U-6 

未就学児(5 歳・4 歳)を対象にサッカーを通じて体を動かす楽

しさ、成功する喜びを体感しジュニア年代の準備とします。 

□時間・・１５：１５～１６：１５ 

□会場・・西明石 上ヶ池公園 

無料体験・・体験料￥0 8月 25 日 

月間￥4,950 火/木/金 3 曜日参加可 

□持物・・サッカーボール・運動靴 

□募集・・10 名（ 3 日間 ） 

□対象・・未就学児（ 5 歳・4 歳 ） 

 

北村和哉：JFA 公認 C 級ライセンスコーチ 

キッズエリートクラス U-6 (新設) 

未就学児(5 歳)でサッカー・運動の更なる上達を目指して

いるお子様を対象へのジュニア年代の準備とします。 

□時間・・１５：１５～１６：１５ 

□会場・・西明石 上ヶ池公園 

無料体験・・体験料￥0 8月 26 日 

月間    \5,500月/水 2曜日参加可 

□持物・・サッカーボール・運動靴 

□募集・・10 名（ 2 日間 ） 

□対象・・未就学児（ 5 歳 ） 

+1,100 円加算全曜日参加可能 

江口倫司：JFA公認 A 級ジェネラルコーチ 

キッズチャレンジクラス U-6 

未就学児(5 歳・4 歳)を対象にサッカーを通じて体を動かす楽

しさ、成功する喜びを体感しジュニア年代の準備とします。 

□時間・・１５：１５～１６：１５ 

□会場・・西明石 上ヶ池公園 

無料体験・・体験料￥0 8月 27 日 

月間￥4,950 火/木/金 3 曜日参加可 

□持物・・サッカーボール・運動靴 

□募集・・10 名（ 3 日間 ） 

□対象・・未就学児（ 5 歳・4 歳 ） 

 

北村和哉：JFA 公認 C 級ライセンスコーチ 

キッズチャレンジクラス U-6 

未就学児(5 歳・4 歳)を対象にサッカーを通じて体を動かす楽

しさ、成功する喜びを体感しジュニア年代の準備とします。 

□時間・・１５：１５～１６：１５ 

□会場・・西明石 上ヶ池公園 

無料体験・・体験料￥0 8月 28 日 

月間￥4,950 火/木/金 3 曜日参加可 

□持物・・サッカーボール・運動靴 

□募集・・10 名（ 3 日間 ） 

□対象・・未就学児（ 5 歳・4 歳 ） 

 

北村和哉：JFA 公認 C 級ライセンスコーチ 

JUNIOR  ACADEMY 

ジュニアエリートクラス U-11 

小学 5・4 年生を対象に常に高い向上

心を持ってU-12世代トップクラスの 

選手を目指します。 

□時間・・１８：００～１９：４５ 

□会場・・明石フットボールパーク 

□体験・・体験料￥500 8月 24 日 

月間￥6,600（税込）一般  

月間\ 4,400（税込）REDSTAR クラブ員 

□送迎・・有 明石市内片道￥100 

□募集・・7 名（定員 18 名 現在籍 11 名） 

□対象・・2020 年度 5,4 年生 

 

江口倫司：JFA公認 A 級ジェネラルコーチ 

ジュニアユースプレクラス U-13 

2021 度中学 1 年生になる方を対象に 

サッカー技術向上・2021 年度登録に 

向けたチーム準備とします。 

□時間・・１８：００～２０：００ 

□会場・・明石フットボールパーク 

□体験・・体験料￥500 8月 25 日 

月間￥5,500（税込）一般 

月間￥4,400（税込）REDSTAR クラブ員 

□送迎・・有 明石市内片道￥100 

□募集・・８名（定員 20 名 現在籍 12 名） 

□対象・・2021 年度中学 1 年生 

火曜・木曜 両クラス参加可能です。 

江口倫司：JFA公認 A 級ジェネラルコーチ 

 

 

 

ジュニアユースプレクラス U-13 

2021 度中学 1 年生になる方を対象に 

サッカー技術向上・2021 年度登録に 

向けたチーム準備とします。 

□時間・・１８：３０～２０：００ 

□会場・・明石フットボールパーク 

□体験・・体験料￥500 8月 27 日 

月間￥5,500（税込）一般 

月間￥4,400（税込）REDSTAR クラブ員 

□送迎・・有 明石市内片道￥100 

□募集・・８名（定員 20 名 現在籍 12 名） 

□対象・・2021 年度中学 1 年生 

火曜・木曜 両クラス参加可能です。 

江口倫司：JFA 公認 A 級ジェネラルコーチ 

ジュニアエリートクラス U-９ 

小学３・２年生を対象に常に高い向上

心を持ってU-12世代トップクラスの 

選手を目指します。 

□時間・・１８：３０～２０：００ 

□会場・・明石フットボールパーク 

□体験・・体験料￥500 8月 28 日 

月間￥6,600（税込）一般 

月間\ 4,400（税込）REDSTAR クラブ員 

□送迎・・有 明石市内片道￥100 

□定員・・18 名  

□対象・・2020 年度 3,2 年生 

 

江口倫司：JFA 公認 A級ジェネラルコーチ 

ジュニアユース U-15 ジュニアスクールU-15 

ジュニアチーム U-12 

ジュニアチーム U-10 

ジュニアチーム U-８ 

キッズエリート U-6 

ジュニアエリートU-12 

ジュニアエリートU-10 

ジュニアエリートU-８ 

キッズチャレンジU-6 



 

  クラブ送迎ルート確認表   土日 ／ 平日  送迎について   ※配車状況は、A~Eの配車にて対応いたします。2020年 9月 ～ 運行分 

月曜日 A 

12 名乗 

行(稲美) 16:15 事務所前 16:25 ステラート前 16:30 マクドナルド大久保 16:40 セブンイレブン魚住 16:45 第二福田保育園 16:55 野添コミ 17:10 現地 

帰 19:10 現地 19:25 野添コミ 19:30 ディオ明石店 19:35 ジャパン魚住 19:45 ファミマ明石大久保 19:50 ステラート前 19:55 事務所前 

月曜日 B 

8 名乗 

行(明石 F) 17:00 ステラート前 17:10 セブン明姫藤江店 17:20 JR 大久保南口 17:30 ローソン明石住吉 17:40 キリン堂魚住店 17:50 現地   

帰 20:00 現地 20:10 キリン堂魚住店 20:20 フャミマ住吉店 20:30 JR 大久保南口 20:40 明石こども園前 20:50 ステラート前   

火曜日 C 

8 名乗 

行(明石 F) 17:00 ステラート前 17:10 セブン明姫藤江店 17:20 JR 大久保南口 17:30 ローソン明石住吉 17:40 キリン堂魚住店 17:50 現地   

帰 20:10 現地 20:20 キリン堂魚住店 20:30 フャミマ住吉店 20:40 JR 大久保南口 20:50 明石こども園前 21:00 ステラート前   

水曜日 D 

8 名乗 

行(明石海) 17:10 ステラート前 17:20 セブン明姫藤江店 17:30 JR 大久保南口 17:40 ローソン明石住吉 17:45 コープ播磨店側 17:50 現地   

帰 20:10 現地 20:15 コープ播磨店側 20:25 フャミマ住吉店 20:35 JR 大久保南口 20:45 明石こども園前 20:55 ステラート前   

木曜日 E 

 12 名乗 

行(明石 F) 16:20 ステラート前 16:25 セブン明姫藤江店 16:35 JR 大久保南口 16:45 ローソン明石住吉 16:50 コープ播磨店側 16:55 現地   

帰 18:45 現地 18:50 コープ播磨店側 19:00 フャミマ住吉店 19:10 JR 大久保南口 19:20 明石こども園前 19:30 ステラート前   

木曜日 F 

 8 名乗 

行(明石 F) 17:20 ステラート前 17:30 セブン明姫藤江店 17:40 JR 大久保南口 17:50 ローソン明石住吉 18:00 キリン堂魚住店 18:10 現地   

帰 20:10 現地 20:20 キリン堂魚住店 20:30 フャミマ住吉店 20:40 JR 大久保南口 20:50 明石こども園前 21:00 ステラート前   

金曜日 G 

8 名乗 

行(明石 F) 17:20 ステラート前 17:30 セブン明姫藤江店 17:40 JR 大久保南口 17:50 ローソン明石住吉 18:00 キリン堂魚住店 18:10 現地   

帰 20:10 現地 20:20 キリン堂魚住店 20:30 フャミマ住吉店 20:40 JR 大久保南口 20:50 明石こども園前 21:00 ステラート前   

金曜日 H 

27 名乗 

行(シーサイド) 17:10 事務所前 17:20 フレッツ 17:25 セブン明姫藤江店 17:35 JR 大久保南口 17:45 ローソン明石住吉 17:55 ファミマ二見西 18:00 現地 

帰 20:10 現地 20:20 ローソン明石住吉 20:30 JR 大久保南口 20:40 明石こども園前 20:50 ステラート前 20:55 事務所前   

金曜日 I 

12 名乗 

行(シーサイド) 18:00 フレッツ 18:10 セブン明姫藤江店 18:20 ローソン明石住吉 18:30 現地       

帰 20:10 現地 20:20 ジャパン魚住 20:30 ファミマ明石大久保 20:40 ステラート前       

■土日祝日の送迎について ○土日祝日に送迎をご利用の方・・片道２5０円（市内）が必要となります。定員になりましたら乗車を締め切りとさせていただきます。乗車可／不可につきましてはご連絡後ご返信致します。 

■平日送迎について   ○平日練習に送迎をご利用の方・・片道１００円が必要となります。※ご乗車前のご連絡は不要ですが、定刻になりましたら出発致します。 

■注意事項            ○車内はスパイク（トレシュー含む）禁止となりますので、履き替え用の靴をご持参下さい。 

            ○車内はマスクを着用ください。 

            ○集合場所には 5 分前にはお越しください。 

            ○下車場所につきましては、お迎えをお願い致します。 

 


