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Grant フットボールクラブとは・・・？ 

子どもは、遊ぶことが仕事です。 

遊びの中に社会があり、遊びの中に刺激があり、遊びの中から 

夢が生まれます。 

 

サッカーも遊びのひとつです。 

楽しむことでサッカーが好きになり、夢を持ちます。 

そんな子ども達の夢を応援したい・・・。 

  

それが、Grant です。  



Grant FC のメリット 

 
① Grant の指導指針 

各カテゴリーで指導ベースを確立し、それぞれの試合から※PDCA 理論に基づいて月ご

とにトレーニングを構築致します。先々に必要とされる U12 年代で身に着ける技術、

戦術における原理原則の理解を６年間かけて育成していきます。 

※PDCA 理論 計画→実行→見直し→評価 以上のサイクルでトレーニングを構築。 

② Grant のトレーニング 

平日トレーニングはできるだけ天候に左右されずサッカーができる環境を目指してお

ります。雨天時による室内トレーニングでは、ドイツブンデスリーグで数多くのチーム

が取り入れている※ライフキネティックを中心にコーディネーショントレーニングで

個々の運動能力向上を目的とするトレーニングを行います。 

※ライフキネティック：ドイツ発祥の運動と脳トレを組み合わせたエクササイズ。BVB

ドルトムントの他、多くのブンデスリーグがライフキネティックを取り入れています。 

③ 指導員 

指導員は日本サッカー協会公認指導員があたります。指導者は同様に上級運動保育士 

資格を有しており、幼児から各年代の子供たちの成長過程や目線に合わせた指導を行い

ます。ただ技術や知識を押し付けるのではなく、子ども達自身が日々のトレーニングか

ら自然に習得できるコーチングで選手たち導いていきます。インターンシップで指導に

あたる大学生指導者も日本サッカー協会公認ライセンスを有ししており、指導研修を十

分に受けた指導員が子ども達のサッカーライフをサポートします。 

【指導員保有資格】 

公益財団法人日本スポーツクラブ協会公認 スポーツクラブマネージャー 

日本サッカー協会公認指導資格 B 級 C 級 D 級所有（複数名） 

日本サッカー協会公認審判員 ３級、４級審判指導員（複数名） 

NPO 法人日本運動保育士会 上級運動保育士（３名） 

幼稚園教諭・保育士資格所有者（２名） 

ライフキネティック パーソナルトレーナーライセンス（１名） 

④ １～３年生の試合は、月１～２度程度を目安にできるだけ近隣で行います。 

この年代では、サッカーばかりを優先するのではなく、週末の家族の時間を大切にして

頂きたいとの考えからです。 

ご都合がつく中で試合をご観戦いただき、お子さんの頑張りを話題として親子の会話、

家族との会話などコミュニケーションに役立てて頂ければと思います。 

（但し、ダメだしではなく、いっぱい、いっぱい褒めてあげましょう！それがお子さん

の夢・やる気、そして成長につながります。） 

この年代では勝ちを意識せず、「試合がしたい！」という気持ちを一緒に育てましょう。  



⑤ 様々な試合経験 

Grant は、日野市を含む東京都内はもとより、関東近県の数多くのチームと交流を持っ

ております。多種多様なチームと試合をすることで、様々な指導方針のサッカーに触れ、

選手としての経験値を上げることができます。 

⑥ ジュニア年代の「先」を見据えて 

Grant は、将来Ｊクラブや、クラブチームを目指す選手、部活で勉強とサッカーを両立

させたいという選手。その両方をサポートするクラブです。 

1）クラブチームを目指す選手には、より高いレベルの指導を行い、技術、選手として

のメンタルを育成致します。様々なジュニアユースチームとの連携を生かし、選手とし

てさらに活躍できる進路をサポートしていきます。 

 

【Grant 卒業生進路先】 

J リーグ下部組織：FC 東京（１０名以上） 川崎フロンターレ 町田ゼルビア 

関東リーグ所属クラブ：横河武蔵野シティ 三菱養和 SC FC 多摩  

東京都 T1、2 リーグ所属クラブ：FC Consorte FC 杉野学園 FC VIDA  AZ86 東京青梅 

TFC ﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｿ稲城 FC Branco FC 府中 中央大学アカデミー 他 

他県クラブ：VERDY 相模原 東急レイエス SC 相模原 

私立中学：東海大菅生中等部 都立三鷹中 

女子選手進路：日テレベレーザ 日体大 Fields 横浜 

【GrantFC 主たる卒業生の活躍】 

 ・ 原 大智 

  GrantFC ~ FC 東京むさし～FC 東京 U18～FC 東京トップ契約 

  FIFA ワールドカップ U20 日本代表 

東京国体選抜 東京都クラブユース得点王 J3 得点王 

 ・ 小林 幹 

  GrantFC～FC 東京むさし～FC 東京 U１８～現筑波大学 

  U18 日本代表選出 

  東京都国体選抜 東京都クラブユース MVP 東京都プレミアリーグチャンピオンシップ

MVP ダブルタイトル受賞 

 ・ 浅岡 飛夢 

  GrantFC～川崎フロンターレ U15～川崎フロンターレ U18 

  U15 日本代表イタリア遠征参加 

 ・ 村山 彩 

  GrantFC～日テレベレーザ～都立飛鳥高校～AS ハリマアリピオン（なでしこリーグ） 

その他、東京国体選抜、福島国体選抜、高校選手権など様々な進路で OB、OG が活躍しております。 

 



2）多摩地区進学塾とのパートナーシップ契約 

当クラブでは多摩地区で複数の教室を持つ【四谷大塚 NET 加盟塾 志學舎】と 

パートナーシップ契約を結んでおり、将来を見据えた環境つくりを行っております。 

Grant ではスポーツ、学力とどちらかに偏るのではなく、今後子ども達が成長する 

うえで文武両道を目指すことを大切に考えています。 

⑦ 保護者の皆さんのメリット 

地域の少年団とは違い、役員や保護者のお茶出しなのどの当番活動は一切ありません。 

Ｇｒａｎｔ保護者に求めるのは？ 

「いってらっしゃい。頑張ってね。」 

「お帰り、楽しかった？」     

です。 

お父さん、お母さんは、子ども達、チームのサポーターです。自分のお子さんだけでは

なく、チームの子ども達、仲間をサポートしましょう。 

審判をやってみたい！と思う方、大歓迎です。 

⑧ 子育てアシストセミナーの開催 

【セミナー開催実績】 

 ◆食育セミナー  

 ◆ゆるトレーニング 

 ◆学習サポートセミナー etc 

 セミナーを通じ、保護者の皆様が日頃の子育てについての疑問点や悩みをサポートし 

 子ども達の健やかな成長を保護者とクラブでサポートする環境を提供しています。 

⑨ ふれあい・絆 

Ｇｒａｎｔでは、親子で楽しむサッカー・サッカーを通じ家族の絆を深めることにも着

目 しております。家族で楽しめるクラブ運営を目指しております。 

同時に地域を交えたイベント、恵まれた自然環境を生かした遊びなども取り入れ、子

ども達の心を豊かにする、社会性や情操教育も大切にしていきます。 

 

    
    Grant スポーツアカデミー主催 こどもアシストセミナーの様子 
 

 

 



ＧｒａｎｔＦＣ 指導理念は・・・？ 

～個だわり～ 
チームという器あっての選手ではなく、選手一人一人の個性が集結した力によって 

育成される「心・技・体」 個性を引き伸ばすために展開される自助、協助。 

それが、Ｇｒａｎｔがこだわる「個の強さ」 すなわち「個だわり」 

でも個の強さって・・・？ 
力強い子ども・・・？   体の大きい子ども・・？   足のはやい子ども・・・？ 
 
いいえ、違います。個の強さはその様なことではありません。 
Ｇｒａｎｔの考える個の強さとは… 

① 人間力、社会協働力 
サッカーは一人ではできません。仲間がいて、相手がいて、審判がいて、サポータ

ーがいます。同様に、日々の生活の中でも自分には多くの人が関わっている事にサ

ッカーを通して知り、リスペクトできる心を育てたいと考えています。 
集団の中で自分のパフォーマンスを常に発揮できる。キャプテンシーを持って集団

をリードできる。そんな個の強さにこだわります。 
 

② 個の技術 
ボールを体の一部の様に操る。簡単にボールを失わない。そのような１対１の強さ

にこだわります。 
現代ジュニアサッカーでは、バルセロナの様なポゼッションサッカーが主流とされ

ていますが、育成段階でつい見落としがちなのが、個の技術の向上です。 
ポゼッションサッカーを否定している訳ではありません。Ｇｒａｎｔでは、個の 

強さが良いポゼッションサッカーを構築すると考えております。 
ジュニア年代での試合形態は、今後８人制がほとんどとなりますが、日本サッカー

協会が８人制を導入したひとつの狙いは、～個の強さ～です。 
Ｇｒａｎｔでは目先の勝利だけではなく、次の年代、様々なチームで活躍できる選

手の育成にこだわります。 
 
③ 自分の個性を見極めることで、判断のできる選手を育てる 

Ｇｒａｎｔでは、同じ様なタイプの選手を育てようとは考えていません。 
合い言葉は・・・？ 
自分のストロングポイントを作ろう！ 
ドリブルが得意、シュートが強い、足がはやい、パスが得意、ヘディングが強い、

そんな自分の得意な事を見つけられる選手を育成します。自分のストロングポイン

トを理見極めている選手は、自信を持ってプレーします。自信を持ってプレーので

きる選手は、自分で判断ができるようになります。サッカーにおいて判断は最も重

要です。ピッチの上で自信を持って判断できるプレーヤーの育成にこだわります。 
 

④ 運動能力の向上 
Ｇｒａｎｔでは、個の強さのひとつとして、運動能力の向上を大切にしています。 
現代の子どもの運動能力の低下は、明らかに外遊びの機会の減少です。体を動かす

自然な遊びの中にこそ、神経系を刺激するたくさんの要素があります。 
Ｇｒａｎｔでは、サッカーのトレーニングの中に、遊びを取り入れることで、運動

能力の向上を目指しています。 



 
 

⑤ 一貫性指導 
＊キッズ・１～２年生 サッカーとの出会い・・・。 
サッカーって楽しいな。 
ボールを蹴るのって楽しいな。 
ゴールを決めるのって楽しいな。 
試合に出場したいな。 
自然とサッカーボールで遊べる様になることが目標です。 
 
＊３～４年生 飛躍の年代、本当のサッカーの楽しみを知る・・・。 
この年代は勝ち負けを意識できる年代となってきます。試合を通し、勝つ喜び、 
負ける悔しさを知ることで、より自らサッカーを追求したくなる様導きます。 
この年代では、個人戦術をベースに基本技術の磨きをかけ、「判断」の引き出しを

増やします。 
アイディアの引き出しを多く持ち、サッカーを理解することで、より良い判断ので

きる選手に育成することが目標です。 
 
＊５～６年生 チームで目標を明確にし、個とチームが融合する年代 
サッカーの原理原則を理解し、互いのストロングポイントを生かしながらゲームに

取り組みます。ボールを持っていな時間（オフザボール）でのポジション取り、動

き出しのタイミングなどを追及していきます。基本的な戦術の上で原理原則に 基

づいて選手自身がより良い判断ができるよう導きます。 
                                                

⑥ サッカー選手である前に、ひとりの人間であれ・・・。 
サッカー選手は、ピッチの上でだけ、ルールを守っていれば良いわけではありませ

ん。～オフザピッチ～という言葉がある様に、サッカーの場だけではなく、社会の

中で自立できる人間力の育成にこだわります。 
 
自立した選手になる為に、Ｇｒａｎｔでは３つの約束を選手達と交わします。 
 
・感謝の気持ちを持ち、挨拶のできる人間 
・自分の事は、自分でできる人間 
・仲間を思いやり、積極的に社会に貢献できる人間 
 
この３つの約束を、しっかり果たそうとする事で、自立した人間、本当に強い人間

に成長できるよう、育成に個だわりたいと思います。 
 
 
 
Ｇｒａｎｔでは、この様な部分を～個の強さ～と考えています。 
子ども達には、それぞれ得意、不得意があります。その差を埋める事にフォーカスをあ

てるのではなく、個々の技術を習得しながら、得意な部分をより伸ばす指導にこだわり

ます。 
サッカーは、想像力溢れるスポーツです。だからこそ、色々な個性が輝ける場所であり、   

どんな子ども達も参加できるスポーツであると捉えています。 
サッカーというスポーツで、心も体も個を磨き、互いをリスペクトする事のできる、    

こだわりを持った選手を育成したいと考えています。 
 



 

   サッカーを成長の糧とするために  
 
 
・チーム編成・・・。 
サッカーはチームで行います。その為次の事を考え指導者はチーム編成をしていきます。 
 
①  均等編成 

   サッカーは、自己アピールのスポーツです。力量のある選手に頼るのではなく、「自

分がやるんだ！」という、気持ちを引き出す事を目標とします。また、力量のある

選手（中心的選手）も仲間を生かすプレーを身につける機会と考えます。 
 
②  力量による編成 

 ～ より積極的にチームに関わる ～ 
高学年になるにつれて、勝利への意識が高まってきます。 
その一方で、個々の成長の過程において力量に差があると、 
・試合に積極的に関われない。 
・自信の無い選手はよりミスを恐れ、ボールに触れようとしなくなる。 
・力量のある選手がパスを出さない、文句を言う。 
など、個性がマイナスに働く状況も出てきます。 

 
上記①の編成理由と相反すると思われるかもしれませんが、選手の立場になり、そ

れぞれが思い切ってプレー出来るような、積極的に試合に関われる環境を整える為

に必要な編成と考えています。 
 
③  選抜メンバー編成 
 東京都サッカー連盟主催の大会には、選抜メンバーを編成し参加します。 
選手が「中央大会に出場したい！選抜に選ばれたい！」と強く熱い気持ちを持って

積極的にトレーニングに参加することを促す為です。 
メンバーに選ばれるということは大きな自信に繋がります。同時にチームの代表と

いう誇りとプレッシャーを感じ、仲間の分まで頑張るという気持ちでプレーをしま

す。 
また、選ばれなかった選手は落ち込む事もありますが、次に向かう姿勢、次こそは

選ばれるぞという、心を鍛え前向きになる姿勢を養うチャンスであると捉えます。 
スポーツには競争心が絶対に必要となります。 
その競争に積極的に挑む、強いメンタルを養う為の編成となります。  
 
このように個性や状況に応じたチーム編成を行うことで、選手ひとりひとりの社会

適応力を含んだスポーツに必要なメンタルを引き出していきたいと考えています。 



 
 
【主な出場大会】 

 
U-12 
全日本 U12 選手権   
東京都三井リハウスリーグ（年間リーグ） 東京都サッカー協会主催 
日野市春季 CUP 
インディペンデンスリーグ 
その他、近隣市町村招待大会、各種企業、チーム主催大会 
 
U-11 
JA 東京カップ（男子、女子チーム） 東京都サッカー協会主催 
プレミアリーグ TOKYO 
日野市法人会長杯 
その他、近隣市町村招待大会、各種企業、チーム主催大会 
 
U-10 
ハトマークフェアプレーCUP（男子・女子チーム）東京都サッカー協会主催 
Sgrum プリンスリーグ 
日野市 J:comCUP 
その他、近隣市町村招待大会、各種企業、チーム主催大会 
 
U-９ 
TOMAS 交流大会（男子・女子チーム）東京都サッカー協会主催 
日野市サカママリーグ 
その他、近隣市町村招待大会、各種企業、チーム主催大会 
 

  U-8.7 
  日野市キッズリーグ 

その他、近隣市町村招待大会、各種企業、チーム主催大会 
 
 

           



～  宝石達 ～ 

         【 】 

クオリティの高い女子サッカー 

長年に渡る指導実績のあるＧｒａｎｔＦＣの指導理念のもと、女子サッカーにおいても

この時期に必要な技術の習得しサッカーを理解する指導を大切にクオリティの高い個性溢

れる選手の育成を実現します。小中一貫で育成いたします。 

【ＧｒａｎｔＦＣ Ｊｏｉａｓ 小学生ガールズ活動スケジュール】 

 平日練習：各学年の男子カテゴリーに参加となります。 

   ★土曜の午後 １時間３０分間スポット開催で女子トレーニングデイを開催  

   日程は決まり次第カレンダーの方へアップします。 

   場所：豊田児童グラウンド or 近隣グラウンド 

※雨天の場合は室内練習(時間変更あり)に変更か、中止となります。 

 

男子チームとの併用について 

男子チームに登録を希望する方は以下の様になります 

・月会費・諸費用は男子チーム同様とさせて頂きます。（４年生以上） 

・Ｊｏｉａｓの参加は自由となります。（試合参加も自由） 

                                                      

                    

   

笑顔があふれる Joias U１２ 



 

   

育成面、進路指導実績を評価され、各社雑誌の取材を受けております！ 



【 】 東京都女子連盟加盟 
 

近年、なでしこＪＡＰＡＮの活躍により世界の女子サッカーでもＦＩＦＡランキング上位

国である日本。その活躍により小学生年代で多くの女子選手が増えてまいりました。小学

生時代には女子チームはもとより男子チームの一員としてサッカーに取り組む環境は多く

ありますが、このジュニアユース年代（中学生年代）では男子チームに所属しての活動は

厳しく、学校の部活としての女子サッカー部はほぼ皆無に等しい状況。また女子クラブも

存在しますが中学生になると大人と同じ環境で活動をするクラブが多い現状です。 

まだまだ整わない環境でサッカーに情熱を注いできた女子選手達が大好きなサッカーを諦

めなければならない状況です。サッカーが大好きでこの先もサッカーを続けて行きたいと

考える情熱溢れる女子選手に対してＧｒａｎｔＦＣ・Ｊｏｉａｓのクラブコンセプトは… 

 

   

  

このようなコンセプトを掲げ、中学三年間のサッカーライフを充実させていきたいと思い

ます。クラブへの入会条件はサッカーが大好きであること。仲間と共に３年間夢を叶える

努力おしまないことです。セレクションは行わず、熱意のある選手を歓迎したいと考えて

おります。ＧｒａｎｔＦＣ・Ｊｏｉａｓは可能性のある原石達が埋もれることなく磨かれ

女子サッカー界の眩い光を放つ宝石になることを願うクラブとして活動致します。 

 

 

Ｇｒａｎｔ Ｊｏｉａｓの魅力！  

① クオリティの高い女子サッカー。 

長年に渡る指導実績のあるＧｒａｎｔＦＣの指導理念のもと、女子サッカーにおいても

この時期に必要な技術の習得しサッカーを理解する指導を大切にクオリティの高い個性

溢れる選手の育成を実現します。 

 

② 様々な試合経験 

 日野市はもとより、関東近県の数多くのチームとの交流を持っております。多種多様な

チームなチームと試合をすることで、様々な指導方針のサッカーに触れ、選手としての

経験値をあげることができます。 



③ 指導者 

 指導は日本サッカー協会公認指導員を中心に行います。主たる指導者は幼児体育指導員、

運動保育士等の資格も有しております。長年の指導経験を生かし子ども達の日々の変化

を見逃さない様、個々の成長に合わせ根気よく丁寧に指導致します。プロの指導者とし

て子ども達の夢を叶えるサポートを全力で行います。ボランティアアシスタントコーチ

もサッカー経験豊富なクラブ卒業生を中心としていますので安心してお任せ頂けます。 

 

④ 安全管理 

トレーニング後はクラブバス（希望者）で近隣地域、駅に選手をお送り致します。また

クラブアプリを利用し選手がクラブに通う為の安全面も充実しております。 

 

⑤ 女性スタッフによるライフサポート 

クラブには女子選手ならではの悩み、生活面などのサポートするスタッフがおります 

 情緒が不安定になりがちな年代の選手を女性スタッフがサポートして参ります。 

 

⑥ 試験期間休暇 

Ｇｒａｎｔは文武両道を第一に考えたとしたクラブ運営を行ってまいります。 

中間・期末試験期間は練習を休みとし勉強の時間を確保致します。 

 

⑦ 部活動併用可能 

学校の部活動と並行しての参加も可能です。並行して行う場合は学校側へのご相談は 

 保護者の方へ一任致します。 

【ＧｒａｎｔＦＣ Ｊｏｉａｓジュニアユース 活動スケジュール】 

 毎週火曜  １９：００～２０：４５ 会 場 平山グリーンフィールド 

 毎週木曜  １９：００～２０：４５ 会 場 日野市二中・四中グランドナイター 

     週末土日のどちらかに試合かトレーニングを行います（両日の場合あり） 

※雨天の場合は室内練習(時間変更あり)に変更か、中止となります。 

 

   
～GrantFC JoiasU1５～ 



 会費のご案内 
 

 
 
・入会金 ￥５，０００ 

 
※年会費にはスポーツ安全保険料が含まれます。 
※年会費は家庭数で、ご入金下さい。兄弟分のスポーツ保険￥１，６００。 
 ３年生以上の登録費￥１，０００を合わせて徴収させて頂きます。 
※兄弟割引制度有り（下部参照） 
※１１月～２月はナイター設備費￥５００/月を徴収させて頂きます（家庭数） 

       
 
【大会参加費、遠征費、合宿費】 
 大会参加費 

各大会に参加する際は別途参加費を当日徴収させて頂く場合があります。 

遠征費 

クラブバス、公共の交通機関（電車）で引率の場合の遠征の際は、距離別で都度、遠征費

を徴収させて頂きます。 

［遠征費目安）］ 

 三多摩エリア    ５００円～１，０００円  

 ２３区エリア  １，０００円～１，５００円 

 関東隣接県   ２，０００円～３，５００円 

 関東県外    ３，５００円～５，０００円 

 ※往復、片道に限らず指定の費用を徴収させて頂きます。 

 

 

【兄弟割引制度】 
 兄弟割引は以下の通りとなります。（二番目のお子様の会費より割り引かせて頂きます） 

 週３×週３ → ¥1,500 の割引  週３×週２ → ¥1,000 の割引 

 ※Grant×Joias・Joias ジュニアユースも適応となります 

 

月会費 月会費 年会費

ジュニア１・２年

Joias

ジュニア３～６年 \9,350/週３ ¥12,000

\8,250/週３ ¥12,000
＊送迎バス希望の選手は\1,000/月

Joias
ジュニアユース

\6,600/週２ ¥9,000
［年会費］

家庭数にて
前年度3月納入



Grant Q＆A 

練習編 
Q）練習日は、何時に集合すればいいの？ 

A）１０分前くらいが理想でしょう。練習開始から逆算して準備をしましょう。 

Q）保護者の練習見学は可能ですか？ 

A）見学は自由です。ただし指導はスタッフに一任して頂きます。又、練習中・試合中の選

手への声掛けは原則禁止とさせて頂きます。 

Q) 土、日の活動は？ 

A）３～６年生は土、日に試合が入らない場合はどちらかの曜日に練習がはいります。 

Q）祝日と重なった場合の練習はどうなるの？ 

A) 祝日は、大会や試合の予定が入ります。その日は、平常練習はお休みとなります。 

 
 
用具編 
Q）いつ頃ユニホームが必要ですか？ 

A）１～３年生はチームシャツ（番号付）で参加致します。４年生より大会よりユニホーム

の登録が必要となりますので、ホーム・アウェイの２着をご用意頂きます 

Q）ユニホームはどのようにして購入すればいいのでしょうか？ 

A） 入会時にお申込み頂きます。お渡しまでに（５～６週間程かかります） 

   買い換え、追加購入の場合はスタッフにお伝え下さい。 

  ソックスの買い替えはときわスポーツ八王子アスリート館でご購入頂けます。 

Q）練習着は何を着ればいいですか？ 

A）基本的には自由です。４年生以降は、試合などの移動時にはクラブ指定の物を着用して

下さい。（クラブ指定ウェアー） 

Q）練習に用意していくものは？ 

A）ボール（４号球）すねあて、水筒（夏場は大きめの物を用意して下さい） 

  任意ですが、練習後に、おにぎり、パンなどの捕食があると良いでしょう。 

  運動後、２０分以内の捕食は、体作りに効果的です。（３年生以上） 

Q）体育館練習の時のシューズは？ 

A)  外履きとは別のシューズをご用意下さい。（フットサルシューズがベストです） 

  普段のトレーニングシューズの底を綺麗に拭いてご利用頂いても構いません。 

  ただし、外履きで施設に来て、それをそのまま拭いて使用するのはご遠慮下さい。 

 
 
 



遠征編 
Q) 遠征で必要な物は？ 

A) 特に、いつもの試合の準備と変わりませんが、現地で大きな怪我をした場合、病院にか

かる場合があります。遠征の時には、保険証のコピーを持参して下さい。尚、取り扱い

についてはご家庭でご指導お願い致します。 

 
 
体験練習編 
Q) 体験練習には、どのようにして参加ができますか？ 

A）電話・メールにてお問い合わせ下さい。代表もしくは事務局よりご連絡を差し上げます。 

  等クラブでの体験練習は、何度でも参加頂けます。練習に参加して頂き、じっくり考え

て頂き親子で納得してご入会頂ければと思います。 

 
 
クラブ情報・連絡ツール 
Ｑ）クラブのスケジュールはどの様に確認できますか？ 

Ａ）試合スケジュール、会場案内、練習中止、会場変更等のクラブからのお知らせは 

クラブ専用連絡アプリ（Sgrum）を通じ保護者へメールにてお知らせ致します。ホー

ムページにて、月別スケジュール会場地図、試合スケジュールなども掲載しておりま

す。定期的にご確認をお願い致します。 



Grant ではクラブの活動の他にも個人の技術・コーディネーション向上の為のスクールを

併設しております。 

ドリコンフィニッシュスクールとは…？ 

ドリブル・ファーストコントロール・シュート。サッカーで最も重要とされる３つの技

術をとことん磨くスクール。Ｇｒａｎｔが提案する新しいスタイルのスクールがドリコン

フィニッシュスクールです。ジュニアサッカーで多くの試合実績のあるＧｒａｎｔが提案

するトレーニングオーガナイズで個人の判断能力も刺激しながら行う実戦に役立つ技術を

身につけます。            

 

ドリコンフィニッシュスクールの特徴 

・クラブの活動とは違いスクール活動です。他チームの所属選手も参加できます。 

・技術の成熟度を最優先に考慮し学年の枠にとらわれず異年齢でトレーニングを行います。 

・スクールにはサプライズゲストコーチも参加致します。 

 

【スクール会場】  平山グリーンフィールド  日野市西平山２－１０－１ 

 

【カテゴリー】   Ｕ６～Ｕ９（１～３年生）  Ｕ１０～Ｕ１２（４年～６年） 

【時   間】   １７：４５～１９：１５    各カテゴリー 24 名 

 

月会費 　　　　　入会金 　　スポーツ保険料

一般スクール生 ￥５，０００（税込￥５，５００） ¥3,000 　￥１，０００（更新時）

Ｇｒａｎｔ会員生 ￥３，５００（税込￥３，８５０） 無料 無料

 

・当スクールは、チーム活動ではありません。Grant.FC 以外のチームに所属している選手 

 も参加頂けます。小学生であればどなたでも参加可能です。 

・当スクールは１～３年生。４～６年生のカテゴリーでトレーニングを行います。 

・スクール活動は基本雨天でも行います。ただし悪天候（大雨・台風・雷・大雪など）ス

クール生の安全が確保出来ないと判断した場合はには活動を中止とする場合があります。 

・活動日が祝日と重なる場合はお休みとなります。 

・夏休みのスクール活動は特別スケジュールとなります。場所・時間は不定期となります。 

 事前にホームページ等でお知らせ致します。 

・月会費はゆうちょ銀行よりお引き落としとなります。入会時ご案内致します。 



Ｇｒａｎｔキッズクラス 
  
Ｇｒａｎｔでは、サッカーを始めたい未就学児も応援致します。 

はじめてサッカーにチャレンジする子ども達にも楽しめるようなプログラムを用意してお

ります。参加対象は４～５歳の子ども達です。幼稚園職員・教諭経験のある指導者が、   

それぞれの子ども達の成長に合わせて、丁寧に楽しく指導していきます。 
 
Ｇｒａｎｔキッズクラスの指導方針 
・ボールを蹴る楽しさ、フィーリングを大切にします。 
・シュートを打って、ゴールを決めたい。 
・サッカーがしたい・・・。サッカーが遊びの一部になるような指導を致します。 
・友達とボールを蹴る楽しさを伝えます。 
・また、やりたいな・・・。の言葉が聞ける様な指導を致します。 
 
Ｇｒａｎｔキッズクラスの特徴  
幼児の子ども達は、神経系が著しく発達する時期と言われています。神経系とは、体を自

由に動かすことです。従って、この時期に、様々な動作を取り入れることで、神経系を刺

激し運動能力が向上すると考えられます。Ｇｒａｎｔでは、サッカーを中心に、様々な動

作のトレーニングを取り入れ、運動能力の向上も目的のひとつと考えております。 
 
元幼稚園職員の経験から、幼児は体調や気分が安定しない年代だと考えます。例えば、こ

の年代の子ども達の習い事。月謝は毎月払うが体調を崩してほとんど練習に参加できなか

った・・・。また、もったいないから体調や、気分が優れないのに無理矢理参加させた。 
などという話を耳にしますが・・・ 
 
それで、果たしてサッカーが好きになるだろうか・・・？ 
 
サッカーは強制されてやるものではありません。この時期こそ、～やりたい～と思うには 
無理のない参加ができることだとＧｒａｎｔは考えます。 
そのため、無理なく参加して欲しいという願いから、月会費制ではなく、参加ごとに費用

を頂きます。 
 
それは、ひとえに・・・。 
 

多くの子ども達に、サッカーを好きになってもらいたいからです 
 

    



【 Ｇ ｒ ａ ｎ ｔ キ ッ ズ ク ラ ス 会 費 の ご 案 内 】

　　　　　コース 　　　時　　間 　　参加費

火曜日コース 　

年・中長クラス　　　　２０名 １５：１５～１６：１５

満３歳～年少クラス　１０名 １５：１５～１６：１５

金曜日コース

年・中長クラス　　　　 ２０名 １５：１５～１６：１５

満３歳～年少クラス　１０名 １５：１５～１６：１５

￥１，０００/ １回

￥１，０００/ １回

　　　　　年会費

￥６，０００　/  年

・各クラス定員制となります。年会費￥６，０００で週何回通われても構いません。 

・参加費は練習後にスタッフにお預け下さい。（おつりの無い様にお願い致します） 

・各クラスで３ヶ月以上お休みされた場合は、会員登録を解除させて頂きます。  

 特別な事情がない場合は、キャンセル待ちの方へ定員枠をお譲り頂く場合もあります。 

 その際に、年会費は返金しかねますのでご了承下さい。 

・天候不良の場合はスクールを中止することがあります。その際はホームページで 

お伝え致します。   

・祝祭日と重なる場合、スクールはお休みとなります。又、春期・夏期・冬期の長期休暇

中のスクールはお休みとなります。長期集中スクール開催の場合は、別途スケジュール

をご案内致します。 

・当スクールより、ジュニアチームへ進級される場合は優先させて頂きます。                                               

 Ｑ＆Ａ 

Ｑユニホーム等はありますか？ 

Ａ練習に参加する服装は運動しやすい服装であれば、何でも構いません。 

Ｑ用具は何を用意すればいいですか？ 

Ａ運動靴（スパイクはいりません）・３か４号ボール・レガース・水筒を用意して下さい。 

Ｑ何歳から参加可能ですか？ 

Ａ満４歳から参加可能です。 

Ｑ女の子は参加可能ですか？ 

Ａ女の子も大歓迎です。 

Ｑ練習が中止になる場合はありますか？ 

Ａ悪天候の場合はスクールを中止致します。ホームページにてお知らせ致します。 

Ｑ欠席の連絡はどのようにすれば良いですか？ 

Ａ特にご連絡は不要ですが⾧期お休みの場合はご連絡下さい。 



Grant Football Club 会則（会員規約） 

 

第１章   総則 

名 称   当クラブは、スポーツ、サッカー普及事業における「グラントフットボールクラブ」（以下本クラブ）と称

します。 

所在地   当クラブは八王子市大和田町２－１２－４に事務所を置き、日野市平山台健康・市民支援センター、日野

市豊田児童グランド中心とし、日野市、八王子市近隣地区を主な活動場所とする。 

目 的   当クラブは、サッカー及び、スポーツ、課外活動の普及に対しての事業を行い、スポーツを通して、会員

の心身の健全なる育成、青少年育成、地域社会の豊なスポーツ文化の振興に寄与することを目的とする。 

活動年度  本クラブの活動年度は、毎年 4 月 1 日～3月 31 日とします。 

 

第２章   入会・会費・休会 

入 会   当クラブへの入会は、各クラス別に定められた資格に該当し、当クラブの会則に賛同された方に限ります。

入会希望者は別に定める入会申込書を提出後入会金・月会費・年会費の入金の確認をもって、会員と認め

られることとします。 

      申請日は、前月の１５日までとし、１６日～月末までの申請の場合、希望月の翌月からの入会となります。 

会 費   ゆうちょ銀行振替口座より毎月２８日に翌月の月会費をお引き落としさせて頂きます。一度お振り替えさ

せて頂いた会費はご返金しかねますのでご了承下さい。引き落としの手続きが間に合わない場合は現金で

納入して頂く場合がございます。 

休 会   怪我、病気等により、やむなく２ヶ月以上練習に参加できない場合は、本クラブ所定の休会申請書を提出

して下さい。その他の事由での休会は、休会とはみなしませんので規定の月会費をご入金願います。 

退 会   申請は前月の１５日までとなり、１６日～月末までの申請の場合、希望月の翌月からの退会となります。 

 

第３章   事故・保険 

事故の責任 会員は、グランドの諸規則、及び施設管理者、及び指導者の指示にしたがって行動して下さい。万が一、

盗難、傷害等の事故が起こっても、当クラブ、指導者に一切責任がないことをご了承下さい。万が一の事

故の場合、保障及び、責任は加入する保険会社の約款通りと致します。学校・公共物の破損については、

個人負担とさせて頂きます。全ての会員は、当クラブでの手続きにより、スポーツ安全保険等に加入致し

ます。活動内での事故、怪我の場合、これら保険の適応範囲内で保障致します。 

 

第４章   諸変更 

会員は、連絡先など、入会申込書に記載された事項に変更が生じた場合は、速やかに所定の変更届を提出 

することとします。 

 

 

 

 



第５章   除名等 

除 名   本クラブは、会員が次号の一つにでも該当するときは会員資格を一時停止し、または除名ができるものと

します。 

１、 月会費を滞納し、催告したにもかかわらず納入しない場合。 

２、 本クラブの運営を故意に妨害したり、誹謗中傷にかかわった場合。 

３、 本会則または本クラブの定める規則に違反した場合。 

４、 本クラブの名誉、信頼を傷つけた場合。 

５、 本クラブの活動において、無断欠席が３か月に及んだ場合。 

 

第６章   試合・大会・合宿・遠征 

試合・大会 大会・練習試合につきましては、参加人数・クラスバランス・練習参加状況試合出場可能時

間を考慮し、それぞれが試合を楽しめることを大前提にチーム編成をしてまいります。ご希望のチーム編

成にならない場合もあると思いますが、ご理解願います。試合会場は基本的に現地集合・解散となります。 

会場指定の無料駐車券のご利用は、本クラブより利用者を指定させて頂くか、保護者内で決めて頂くこと 

とします。 

合宿・遠征 会員は、病気やその他やむえない場合を除き、本クラブの主催する合宿、イベントには積極 

的に参加するものとします。その際、月会費以外に本クラブの定める参加費用の納入を求める場合があり 

ます。 

 

第７章   スケジュール・練習中止・変更連絡 

スケジュール 本クラブの月次スケジュールは、毎月末もしくは月始めに、ホームページに  提示いたしますが、天候あ

るいは試合状況やクラブ事情によっては、日時や活動場所の変更を行う場合があります。練習日にはホーム

ページにて掲載内容のご確認をお願い致します。尚、急な変更時にはメール配信にてお伝え致します。 

長期休暇  夏期・冬期・春期等の長期休暇は特別スケジュールとしクラブ休暇も含むものとします。 

練習中止  本クラブは、天候、施設状況、その他やむえない理由により練習を中止、変更することがあります。 

変更連絡  本クラブの練習中止・変更についてはメール配信にてお知らせ致します。 

 

第８章   個人情報 

個人情報  連絡網の為のメールアドレスの他、選手登録用の個人情報、団体登録用の        

       個人情報等を管理させて頂きます。お預かりした個人情報は、前述のようなクラブ運営に必要と認められ

る用途にのみ使用し、漏えい・紛失・改ざん・不正使用・不正アクセス等のないよう、個人情報に関する

法令・規範に則り適正に管理いたします。 

退会時においても、お預かりした個人情報記載書類の返却は致しません。 

当クラブの責任において削除・破棄・処分致します。 

天変地異・当クラブの防御水準を超えた不正アクセス等の不可抗力によって、お預かりした個人情報の漏

えい、紛失が生じた場合は責任を負いかねます事、ご了承下さい。 

ホームページや大会冊子等への写真の掲載は、入会時にご了承いただいたものと致します。 

 

 

 

 



第９章   その他 

廃 止   本クラブは２か月前に予告することにより本クラブを廃止することができます。本クラブが本クラブを廃

止したときは、会員はその会員たる地位を失うものとします。前項の場合納入済みの入会金は、１年以内

の会員に限り、月割り計算により精算し、会員に対し無利息にて返還するものとします。会員は、本クラ

ブを廃止した場合といえども、本クラブに対し、前項の返還を除き、補償その他請求、異議申し立てをす

ることができないものとします。 

附則 

本クラブ規約は、クラブの設立日である２０１５年４月１日から施行する。 

 

 

平成２９年度 新規約追記事項 

第１章   総則 

活動年度  本クラブの活動年度は、毎年 4 月 1 日～3月 31 日とします。 

 

第２章   入会・会費・休会 

照明設備費 １１～２月冬期ナイター設備費として毎月５００円の納入をお願いします。 

       尚、納入対象は各家庭数と致します。納入日は１１月に２ヶ月分、１月に 

       ２ヶ月分それぞれ２８日にゆうちょ銀行よりお引き落としさせて頂きます。 

       納入期間に退会された場合、設備費のご返金は出来かねませんのでご了承下さい。 

休 会   怪我、病気により、やむなく２ヶ月以上練習に参加できない場合は、本クラブ所定の休会申請書を提出し

て下さい。休会の間、月会費は 1/3 額の納入をお願い致します。その他の事由での休会は、休会とはみな

しませんので規定の月会費をご入金願います。 

 

第７章   スケジュール・練習中止・変更連絡 

長期休暇  夏期・冬期・春期等の長期休暇は特別スケジュールとしクラブ休暇も含むものとします。 

 

附則 

本クラブ新規約追加事項は、２０１７年４月１日から施行する。 

 

 

 



 

Grant Football 公式 facebook 

Grant Football Club オフィシャルホームページ 

 

 

【問い合わせ先】 

Mail:grant_fc@nifty.com 

TEL:090-2311-6866（代表 遠藤） 

＊活動中につき出られない場合は折り返し連絡差し上げます。 

  



サマー合宿 ~ 仲間とのかけがえのない経験…。 

   

   

強化合宿３～６年生 JoiasU15 選手として成⾧するために…。 

      

地域貢献事業・障害者サッカー教室 専属アドバイザー食育、トレーニング  

    

海外短期留学事業・指導者研修、育成セミナー  

      

GrantFC OB・OG 会～ プロ選手も参加。共に歩んだ仲間達と絆は永遠に 

     


