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または

クラブガイド（サッカー）

～クラブホームページ～ tsaclub.net

TOKAIスポーツアカデミー
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【活動指針】

活動目的

　"　人間形成　"　　（あいさつ・返事、身だしなみ、荷物の整理整頓）

　"　競技力向上　"　（中学生年代・高校生年代で活躍できる基盤づくり）

①サッカーの基盤となる基本技術・基本戦術の習得

サッカースタイル

東海大学付属静岡翔洋高等学校サッカー部監督　太田恒治

「　Your own style　」

・自分のスタイルを貫く（見つける）

ＴＯＫＡＩスポーツアカデミー

↑ ↑

　１２年間の一貫指導体制をつくっていきますが、進路は各自の自由です。

↑

　大切にしているのはチームスタイルではなく、個のスタイル

・個のスタイルを融合させた、想像力溢れる攻撃的なサッカー

　"静岡県大会優勝(出場)"　を各年代での大会で目指す

②自分の武器を見つける

③どんな大会でも自信を持ってピッチに立つことができる

④周囲の状況を把握し、自分で考え、的確にプレーすることができる

※人間形成と競技力向上は一体であって切り離せるものではない。

チーム年間目標

翔洋高校サッカー部

翔洋中等部サッカー部 他のＵ-15チーム

目標というものは活動の質を高めていく上で絶対不可欠なものである。

ただし勝つということは目標であり、活動の目的ではない。

進　路

　※可能な範囲で卒業時

　   の進路サポートもします。
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月 火 水 木 金 土 日

年会費 月会費 入会金 JFA選手登録

TR

18:45-20:00

活　動　日

TR

18:45-20:00

U-7,8（小学1,2年生）

（キッズスペシャルクラス）

TR

19:00-19:40

※月３回程度

U-6（キッズスクール）

　→チームGoogleカレンダーはクラブホームページの「SCHEDULE」より

・欠席などの連絡は下記まで（学年と選手名を必ず入れて下さい）

　→Email：tokaisa@docomo.ne.jp  tel：090-1093-5006

TR

18:45-20:15

TR　or　GAME

※基本的には試合活動

U-9,10（小学3,4年生）
TR

18:45-20:15

TR

18:30-20:00

TR

18:45-20:15

TR

18:30-20:00
U-11,12（小学5,6年生）

・会場と時間は変更になる可能性があります。先の予定はチームGoogleカレンダーを必ず確認してください。

U-11,12（小学5,6年生） ○

会費・JFA選手登録

U-7,8（小学1,2年生）

キッズスペシャルクラス

・会場へは基本的に現地集合、現地解散となります。（遠距離への移動はバスによる送迎をする可能性があります）

・試合活動の詳細連絡はクラブオフィシャルLINEアカウントにて配信します。

￥2,000

(税込)

￥7,000

(税込)

→右記のQRコードより登録

【LINEアカウントともだち登録方法】

（各家庭３つの端末まで登録可能）

・バスによる移動の際は会費とは別途にバス使用料及び交通費を徴収させていただく場合があります。

TR

18:45-20:15

￥8,000

(税込)

￥9,000

(税込)

※U-7以上の年会費は￥1,100円×今年度の

残り月数

例：6月入会→￥1,100円×10カ月＝￥11,000

※ご兄弟が同時にクラブに所属される場合2人

目から年会費は半額

※JFA選手登録をすると他チームでの選手登

録不可

￥3,300

(税込)

新規で入会さ

れる方のみ
U-9,10（小学3,4年生）

￥1,100

×月数

（税込）

U-6（キッズスクール）

○

￥3,000

(税込)
×

○

・怪我等による長期間の欠席は休会手続きをして下さい。

・会費引き落とし日は毎月末日が基本となります。（末日が祝祭日の場合は該当月の最後の平日の引き落としです）

・会費の集金は基本的にはスルガ銀行の口座からの引き落としとなります。
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「目的」

「会場」

　１ヶ月1回程度（チーム内でのミニゲームや他チーム育成会との交流試合など）

　¥500/月会費（会場費や選手達のためとなるように使用させて頂きます）※TSA会費とは別会計

「活動会費」

・定期的に運動をする機会や場所を提供する。

・チーム指導者と保護者、または保護者同士、サッカーを通じコミュニケーションを図る。

・自分自身もサッカーを定期的にプレーをすることにより、選手の良き理解者となる。

　TOKAIブルーオーシャンフィールド　他

「活動頻度」

静岡市清水区折戸３丁目１７-１２２７

　主な使用日：平日トレーニング、土曜日ゲームなど

" 旧東海大学第一高校グラウンド（クレー）"

育　成　会

２０２１年度より新たに育成会を設立します。

ホームグラウンド

" TOKAIブルーオーシャンフィールド（翔洋人工芝グラウンド）"

静岡市清水区三保２０６８

　主な使用日：土曜日・日曜日ゲーム、長期休暇中トレーニングなど

”保険適応対象範囲”

※上記に当てはまる怪我等が発生した場合はクラブ事務局まで保険申請の問い合わせをして下さい。

・入院、通院（1日目から補償）

スポーツ安全保険

・当クラブの管理下における活動中の事故

・当クラブ活動場所と会員住所との通常の経路往復中の事故



※チームの関係者なら誰でも購入することができます。

・支払いは別会計となります。（封筒に記名をし提出）

・注文用紙は別紙となります。

・5ページ目「物品購入ガイド」を参照してください。

・3年生以上の選手は使用します。（購入希望はコーチまで）

”チームオフィシャルマスク”　　¥1,200　

『 PENALTY 』　チームオフィシャルマスク番号入り

・支払いは月会費と合わせて請求をさせて頂きます。

”サッカーノート”　　¥500

・5年生以上の選手は必ず使用します。（購入希望はコーチまで）※他学年でも購入希望者は購入可

・支払いは月会費と合わせて請求をさせて頂きます。

　メンタル強化サポート・コンサルティング『 Mentalista 』監修のサッカーノート

・１冊で約90日分(約3ヶ月分)の記録が可能です。

物　販

”体幹チューブ”　　¥1,000

・全選手、活動時の着用は必須とさせて頂きます。

”ユニフォーム・練習着・チームジャージなど”

”ジュニアプロテイン”　　¥3,850

『 ザバス 』　翔洋フットボールファミリー栄養サポート

・支払いは別会計となります。（封筒に記名をし提出）

・注文用紙は別紙となります。

・味が２種類から選べます。　ココア味（60食分）マスカット味（50食分）



パンツ

ソックス

パンツ

ソックス

練習用 PENALTY練習着(番号入り) ウェア

オリジナルポロシャツ

(エンブレム・番号入り)
ウェア

ウェア

ロングパンツ

ハーフパンツ パンツ

PENALTYデイバッグ 25ℓ

黒

白

黒

白

ウェア

パンツ

【振込先情報】

  振 込 先：スルガ銀行　清水三保支店

 口　　座：普通　3616163

 口座名義：株式会社SAU（カブシキガイシャ　エスエーユー）

銀行振込・クレジットカード決済

※銀行振込先情報は下記に記載しています

【注意事項】

・AWAYユニフォームですが、入会時の学年で判断して下さい。（デザイン変更の関係上、学年でモデルを統一するため）

・商品は全てオンラインショップでの購入となります。下記QRコード（SHOYO-SHOP）を読み取り、購入をお願いします。

・練習時のパンツ・ソックスはAWAYユニフォームと兼用になります。（練習時は白×白×白となります）

【お支払い方法】

130・150・S・M・L・O ¥3,300

PENALTYロングスパッツ
130・150・S・M・L・O ¥3,700

130・150・S・M・L・O ¥3,700

ピステ(エンブレム・番号入り)
130・140・150・160・S・M・L ¥7,900

130・140・150・160・S・M・L ¥5,600

希望者購入アイテム
商品名 展開サイズ 販売価格(税込)

試合・練習

エンブレム・番号入り ¥7,600

PENALTYアンダーシャツ

コンプレッションタイプ

130・150・S・M・L・O ¥3,300

移動着

130・150・160・S・M・L・O ¥2,400

トレーニングジャージ

(番号入り)

130・140・150・160・S・M・L ¥8,600

130・140・150・160・S・M・L ¥7,100

130・140・150・160・S・M・L ¥5,400

130・140・150・160・S・M・L ¥2,850

AWAY

(青×白×白)

※パンツ・ソックスは

練習着兼用

※ユニフォーム（１

〜5年生）

130・140・150・160 ¥3,800

S・M・L ¥4,200

※ユニフォーム

（６年生）

130・140・150・160 ¥4,900

S・M・L ¥5,400

130・140・150・160・S・M・L ¥2,350

16〜18・19〜21・22〜24・25~27

試合

ユニフォーム

HOME

(黄黒×黒×黄)

ユニフォーム

（全学年共通）

130・140・150・160 ¥5,600

S・M・L ¥6,000

130・140・150・160・S・M・L ¥2,350

16〜18・19〜21・22〜24・25~27 ¥1,900

¥1,200

物 品 購 入 ガ イ ド

購入必須アイテム

商品名 展開サイズ 販売価格(税込)

Official HP (club) SHOYO-SHOP


