
クラブテアトロ サッカースクール 

2023 年度スペシャルクラスセレクションのご案内 

 

2023 年度クラブテアトロ サッカースクール スペシャル（以下 SP）クラス【テアスタ校】【中山

校】のセレクションを実施致します。SP クラスへの入会を希望される方は、要項をご確認の上お申込み 

ください。強い情熱と向上心を持った選手の参加を心よりお待ちしております。 

 

【2023 年度スペシャルクラス概要】 
 

目的・狙い 

  クラブテアトロジュニアユースと連携した一貫指導を目的とするクラスです。高いレベルとモチベ

ーションを保ちながら、世界で通用する選手を輩出すべく、クラブテアトロ独自の育成理念に基づい

た実践的トレーニングを実施しています。また所属する選手個人と向き合って進路サポートをするこ

とでその先のステージへ繋げていくことも目的としています。 

 

クラス【テアスタ校】 

◆U-9SP クラス 火曜日 16:40～18:00(80 分) 

定員:12 名 対象:小学 3 年生以下 月会費 8,600 円 

◆U-10SP クラス 月曜日 16:50～18:10(80 分) 

定員:16 名 対象:小学 4 年生以下 月会費 8,600 円 

◆U-11SP クラス 月曜日 17:10～18:30(80 分) 

定員:18 名 対象:小学 5 年生以下 月会費 8,600 円 

◆U-12SP クラス(月曜)  月曜日 18:50～20:20(90 分) 

定員:18 名 対象:小学 6 年生以下 月会費 9,500 円 

◆U-12SP クラス(金曜)  金曜日 17:00～18:30(90 分) 

定員:18 名 対象:小学 6 年生以下 月会費 9,500 円 

◆ゴールキーパーSP クラス 月曜日 18:20～19:40(80 分) 

定員:18 名 対象:小学 3 年～6 年生 月会費 8,600 円 

クラス【中山校】 

◆U-10SP クラス 木曜日 16:30～17:40(70 分)   

定員 10 名 対象:小学 4 年生以下 月会費 7,600 円   

◆U-11SP クラス 木曜日 17:45～19:00(75 分)  

定員 12 名 対象:小学 5 年生以下 月会費 8,100 円   

◆U-12SP クラス 木曜日 19:10～20:30(80 分)   

定員 14 名 対象:小学 6 年生以下 月会費 8,600 円  



※クラブの判断により１つ上のクラスに参加していただく場合がございます。 

※U-12SP クラス(テアスタ校)の曜日は、セレクション申込時点で希望を指定していただきます。 

  ※その他年会費 6,600 円（新規会員は別途入会金 5,500 円、ウエア代）、口座振替手数料 150 円

（毎月）が別途必要となります。 

会場 

 【テアスタ校】 

フットサルランド横浜都筑 テアトロスタジアム（人工芝フットサルコート） 

横浜市都筑区荏田東町 4386-1 

地下鉄ブルーライン｢センター北｣「センター南」駅より徒歩 15 分 

田園都市線｢江田｣駅より徒歩 20 分 

バス停「矢崎不動」より徒歩 2 分 

【中山校】 

アネルフットパーク フットサルポイントよこはま中山（人工芝フットサルコート） 

横浜市緑区中山町 304-1 中山とうきゅうストア屋上 

JR 横浜線中山駅/横浜市営地下鉄グリーンライン中山駅より直結 

 

入会資格 

  セレクションに合格した選手及び相応の力があるとスタッフが判断した選手 

期間 

  U-9,U-10,U-11SP クラス：2023 年 4 月 10 日(月)～2024 年 3 月 21 日(木) 

U-12SP クラス ：2023 年 4 月 10 日(月)～2023 年 12 月 22 日(金) 

※U-12SP クラスのみ実施期間は 12 月までとなります。 

クラブテアトロジュニアユースへの合格者実績 ※入部者数ではありません。 

 2022 年度 U-12 SP クラス  16 名合格(うち GK1 名) 

2021 年度 U-12 SP クラス  13 名合格(うち GK2 名) 

2020 年度 U-12 SP クラス  13 名合格(うち GK2 名) 

2019 年度 U-12 SP クラス  11 名合格 

  2018 年度 U-12 SP クラス  16 名合格 

  2017 年度 U-12 SP クラス  11 名合格 

2016 年度 U-12 SP クラス  16 名合格 

2015 年度 U-12 SP クラス  15 名合格 

2014 年度 U-12 SP クラス  14 名合格 

2013 年度 U-12 SP クラス  15 名合格  

2012 年度 U-12 SP クラス  12 名合格  

2011 年度 U-12 SP クラス  11 名合格 

 
過去の U-12SP クラス卒業生進路先 

  クラブテアトロ JY、横浜Ｆマリノス新横浜、横浜 F マリノス追浜、湘南ベルマーレ 

  湘南ベルマーレ EAST、横浜 FC 戸塚、横浜 FC 鶴見、東急レイエス、バディーJY 

大豆戸 FC、FC ヴィアージャ、和光ユナイテッド、川崎 CHAMP、町田 JFC 他 



⚽2023年度スペシャルクラスセレクション要項⚽ 
 

参加資格 

サッカーへの情熱があり、選手本人が成長に対して強い意志を持っている現小学 1～5 年生 

 

形式 

 テアスタ校(GKSP クラス含む)、中山校の合同セレクションとなります。 

内容はゲーム形式中心になります。 

 

セレクション日程 ※各カテゴリーにおいて下記のうちいずれか 1 日にご参加ください。 

          GKSP セレクション希望者は該当学年のセレクションにご参加ください。 

【新 U-12SP&GKSP】 対象:現小学 5 年生以下 定員:各日 FP30 名、GK5 名 

① 2月 18日(土) 18:20～19:50(受付開始 18:00) 

申込〆切：2 月 15 日(水) 

② 2月 19日(日) 18:20～19:50(受付開始 18:00) 

     申込〆切：2 月 15 日(水) 

③ 2月 23日(祝・木) 18:50～20:20(受付開始 18:30) 

申込〆切：2 月 15 日(水) 

【新 U-11SP&GKSP】 対象:現小学 4 年生以下 定員:各日 FP30 名、GK5 名 

① 2月 12日(日) 18:20～19:50(受付開始 18:00) 

申込〆切：2 月 8 日(水) 

② 2月 19日(日) 16:20～17:50(受付開始 16:00) 

申込〆切：2 月 15 日(水) 

【新 U-9,10SP&GKSP】 対象:現小学 3 年生以下 定員:各日 FP30 名、GK5 名 

① 2月 12日(日) 16:20～17:50(受付開始 16:00) 

申込〆切：2 月 8 日(水) 

② 2月 23日(祝・木) 16:50～18:20(受付開始 16:30) 

申込〆切：2 月 19 日(日) 

会場 

 フットサルランド横浜都筑テアトロスタジアム（人工芝フットサルコート 2 面） 

 横浜市都筑区荏田東町 4386-1 

注1 テアトロスタジアム会場は、セレクション当日会場内駐車禁止です。路上駐車も絶対に 

おやめください。乗り降ろしの入場も禁止とさせていただきます。 

注 2  スパイク着用禁止です。トレーニングシューズをご準備ください。  



申込方法：ホームページ上エントリーフォームよりお申し込みください。 
 

申込確認後、順次メールにて受験番号と参加日程をご連絡致します。 

お申込後 3 日経過しても連絡がない場合には、お手数ですがお問い合わせ 

ください。 

     記載していただく情報は選考時の参考データとしてのみ使用致します。 

 

参加費：一般 2,000 円、本クラブスクール生 1,500 円 

      

お振込名を受験番号＋選手氏名に変更し、参加費を期日までに下記へお振込みください。 

支払期日：参加日程の 2 日前まで 

 

振込先  横浜銀行 鴨居駅前支店 普通預金 1514883 

特定非営利活動法人 CLUB TEATRO ※ＡＴＭ表示は「トクヒ）クラブテアトロ」 

 

※お振込名は受験番号＋選手氏名でお願い致します。 

※お振込の際の手数料につきましては、ご負担をお願い致します。 

 

合否について 

合格者の受験番号をホームページに掲載致します。その後、確認のお電話を致します。合格者の 

確認が取れ次第、入会案内を送付しますので書類に沿って手続きをおこなってください。合格者のみ

2023 年度 SP クラス会員となります。 

合否発表スケジュールについては下記の予定です。※GKSP は参加カテゴリー日程に合わせて発表 

 

●U-12SP①②③ 2023 年 2 月 25 日(土)18:00 までにホームページ掲載予定 

●U-11SP①②  2023 年 2 月 21 日(火)18:00 までにホームページ掲載予定 

●U-9,10SP①  2023 年 2 月 14 日(火)18:00 までにホームページ掲載予定 

●U-9,10SP②  2023 年 2 月 25 日(土)18:00 までにホームページ掲載予定 

 

その他 

・テアスタ校と中山校の両校を希望することも可能です。その際のセレクション参加費も 

【一般 2,000 円、本クラブスクール生 1,500 円】となります。 

・雨天決行（災害の可能性があるほどの悪天候時は中止とし、日程を再度調整し連絡致します。） 

・サッカーができる用意をしてご来場ください。(スネ当て必須、トレーニングシューズ着用) 

・当セレクションでの保険は加入しておりませんので、怪我等につきましては各自でご対応をお願い

致します。（現場での応急処置は行います。） 

・お振込後の欠席・キャンセルにおける返金は致しかねますので予めご了承ください。  

・申込多数の場合は、締切日を待たずに募集を中止する可能性がございますので、予めご了承ください。 

 

ご不明な点がございましたらクラブまでお問い合わせください。 

  

 

＜お問い合せ先＞ 

〒224-0004 横浜市都筑区荏田東町 4386-1  

NPO 法人クラブテアトロ サッカースクール事務局 

TEL）045-914-6811  FAX）045-914-6781 
MAIL）info@club-teatro.com 

https://forms.gle/F2ZE6qTajVmpu5M29

