
B１ B３ B４

年少～年長 小学3・4年生 小学5・6年生

16:00～16:55 17:05～18:20 18:25～19:40

55分 75分 75分

18:05～19:20 19:25～20:40

75分 75分

B１ B３ B４ BJY

年少～年長 小学3・4年生 小学5・6年生 中学1～3年生

15:00～15:55 17:05～18:20 18:25～19:40

55分 75分 75分

19:45～21:00

75分 ※CRAQUE

16:00～16:55 18:05～19:20 19:25～20:40

55分 75分 75分 ※CRAQUE

15:00～15:55 18:25～19:40

55分 75分

15:00～15:55 17:05～18:20 18:25～19:40 19:45～21:00

55分 75分 75分 75分

B１ B３・B4 B4

年少～年長 小学3～6年生 小学5～6年生

15:00～15:55 17:05～18:20 18:25～19:40

55分 75分 75分

16:00～16:55

55分

16:00～16:55

55分

カテゴリー 週1回(月4回) 週3回(月12回) 週4回(月16回) 週5回(月20回)

B1 ¥4,125

B2 ¥5,225 ¥10,450 ¥13,060 ¥15,675

B3･B4 ¥7,150 ¥14,300 ¥17,875 ¥21,450

BJY ¥7,150 週1回(月3回)

入会金 ¥5,500 4～7月入会 ¥5,500

兄弟 2人目 ¥4,125 8～11月入会 ¥4,125

兄弟 3人目 ¥2,750 12～3月入会 ¥2,750

■その他

B２

17:00～18:00

60分

月 水 木 金

火

・当サッカースクールはサッカー協会登録する活動は行わないので、他所属チームとの掛け持ちも可能です。

・入会時にスクールウェアを１セット\6,100(税込)でご購入していただきます。

B２

小学1・2年生

16:00～17:00

60分

■月謝  (税込)　　※２年生が蟹江校・長久手校・知多校を追加する場合は ¥3575(税込) 追加になります。

月 金

¥10,725

¥10,725

¥8,250

週2回(月8回)

¥6,185

木 金

BRINCAR SOCCER SCHOOL
遊びの中から子供たちの自由なアイディア・創造力を伸ばし、魅力的で逞しい選手の育成を行います。

ブリンカール独自の育成プログラム！ブリンカールで1対1を極めろ！

水

60分

小学1・2年生

16:00～17:00

木

17:00～18:00

16:00～17:00

16:00～17:00

60分

60分

ブリンカールサッカースクールではサッカーとフットサルを融合させた独自のトレーニングメソッドによる選手育成を行っています。

フットサルはサッカーの６倍と言われるボールコンタクトによってトライ＆エラーを繰り返すことでスキルを高め、あらゆるシチュエーションを経験す

ることで判断力が養われます。フットサルコートでの狭いスペースで高度なテクニック、判断、切り替え、駆け引きを学ぶことで、近年のコンパクトで

スピーディーなサッカーに求められる高い技術力と判断力、連動性を持ったクリエイティブな選手の育成に繋げていきます。

ブリンカール独自の育成プログラムは中長期的に選手のレベルに応じて、年間スケジュールを作成し、各月・各週のテーマを指導していきます。個人を

成長させることにフォーカスした育成プログラムとなります。サッカーは瞬時に状況が変化し、それに対応して行動しなければいけません。サッカーを

通じて子供たち一人一人の可能性を引き出し、自立した豊かな人材に育成していきたいと考えています。

￥5,360　※BJYクラスのみ

■入会金  (税込)

¥7,835

刈 谷

月

■年会費  (税込)　　※スポーツ傷害保険料・共有用具費 含む

16:00～17:00

60分

火

新 安 城

■スクールタイムスケジュール
B２

小学1・2年生
安 城

火

60分

17:00～18:00

60分



   月謝  (税込)

   月謝  (税込)

月 19:45～21:00 75分 ¥6,600

   月謝  (税込)

   月謝  (税込)

ＧＫ J r 小学4～5年生 18:50～20:00

ＧＫ J Y 小学6～高校3年生 19:50～21:00

   月謝  (税込)

チャイルド 年中～年長 15:30～17:00

キッズ 小学1～3年生

ジュニア 小学4～6年生

フリー 小学1～6年生 木 17:00～18:30

   月謝  (税込)

チャイルド 年少～年長  9:00～10:10 70分 ¥2,500

キッズ 小学1～4年生 10:30～11:45 75分 ¥3,500

＜安城校 B2・B3・B4（月水金）  刈谷校 B3（月）B4（火）＞

CRAQUE  -クラッキ上級クラス-

￥5,500

他クラスに追加

\3,665

90分

ブリンカールサッカースクールではレベルに応じてクラス分けをおこ

ない、ブリンカール独自の育成プログラムにより、子供たちの可能性

を引き出します。子供たち一人一人にフォーカスした個人育成に特化

したサッカースクールとして、子供たちの夢の実現に最高のサポート

をしていきます。

フリー 小学1～6年生 火

■スペドリ ＜月4回＞

■GKスクール ＜月4回＞

ブリンカールサッカースクール独自のドリブル理論を伝えます。

複雑なボールコントロールの種類を習得することで、ドリブルに

ついて理解を深め、1対1での駆け引きに選択肢をもった魅力的な

選手に育成します。ボールを自由自在にコントロールする楽しさ

を経験することで、徹底的にドリブルを追求していきます。

火
17:00～18:30

70分 ¥5,500

安城校 オプションクラス 刈谷校 オプションクラス

新安城校 オプションクラス

■カリドリ ＜月4回＞

ブリンカール独自のフットサル理論を基に、状況に応じた高度な

テクニックの習得と、狭いコートでの戦術理解を深め、状況判断

に優れた、アイディア溢れる魅力的な選手の育成をおこないま

す。

※平日のスクールに通っている生徒のみ参加可能

17:00～18:30

キッズ 小学1～3年生

ブリンカールの基礎でもあるボールコントロールの追求と、1対1

での駆け引きを指導します。ドリブルに重点を置いたトレーニン

グにより、個々のスキルアップに繋げ、サッカーの楽しさを伝え

ます。サッカーに必要なトラップ、パス、シュートもサッカーの

原理原則に基づいた内容でトレーニングをおこないます。

強化  -初級クラス-

 ＜安城校 B3・B4（月～金）＞

75分

￥4,600

他クラスに追加

\3,065

17:05～18:20

ジュニア 小学4～中学3年生

水

19:45～21:00

小学3年生～6年生

高度なテクニックの習得と、早いプレッシャーの中で的確な状況

判断を養います。ドリブルの技術、1対1での駆け引き、状況判断

に優れた選手で構成されたクラスになります。個人技術・個人戦

術に優れた選手で一緒にトレーニングすることにより、さらにテ

クニック、状況判断、競技力を高めます。年2回のセレクション

を開催することで、選手の競争が生まれ、緊張感があり、常に高

いモチベーションでトレーニングをおこなっています。

強化TOP  -中級クラス-

＜安城校 B3・B4（月水金）＞

高度なボールコントロールの習得と、状況判断を養います。攻守

の状況を理解して正確な技術、的確な行動ができるように指導し

ます。複雑なドリブル技術、ポジショニング、2対2での数的優位

の作り方を学ぶことで、プレーの選択肢を身につけます。年2回

のセレクションにより、選手の入れ替えをおこなうことで、常に

拮抗したレベルでのトレーニングを可能にしています。

土

初級者向けのクラスとなります。サッカーを通じてスポーツの楽

しさ、素晴らしさを感じてもらうことを目的としております。

ボール遊びを中心にサッカーに親しめるようなプログラム内容と

なります。綱渡り、鬼ごっこ、縄跳びなどの運動も取り入れ身体

を動かすことの楽しさを伝えます。

■サタスク ＜月3回＞

■スペドリ ＜月4回＞

専門性の知識を持った専属コーチにより、ゴールキーパーの基礎

を徹底的に指導します。基礎を習得していくことでシュートを止

める楽しさ、ゴールキーパーの魅力を伝えます。コーチがデモン

ストレーションをおこない、プレーイメージを分かりやすく理解

していきます。

■Jrフットサルクラス ＜月4回＞

90分

￥5,500

他クラスに追加

\3,665

月


