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保護者様の負担がありません 
当番制や役員制などはありません。 

ご都合の良い時に練習や試合にお越しいただいています。 
送迎もあります 

専用ワゴン車等で、江東区内と中央区内から送迎実施。 
安全･安心･快適です 

天然芝サッカー場だから、体に優しく、ケガが少ないです。 

冷房・暖房設備がグランドにあるから安心です。 
平日練習もあります 

平日は基礎技術などの練習、土日祝日は試合中心の練習です。 

ベイエリア・フットボール・クラブ 
日本サッカー協会・東京都サッカー協会・江東区少年サッカー連盟等へ加盟し、江東区を拠点として活動しているサッカーチームです。 

メールは、mail＠bayarea-fc.com ホームページは、www.bayarea-fc.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

『からだ』と『環境』と『こころ』に優しい緑豊かな自然の芝生 

専用グランド(ベイエリア・グランド;新砂３丁目)だから試合がたくさん 

 

 

試合やイベントがたくさん 
ベイエリア・フットボール・クラブ専用サッカー場だから、「ベイエリア

ＦＣ杯」などの試合が数多く行われています。 

バーベキューなどのイベントでは、子供達も大喜びです。 

暑い夏にはプールにも入っています。 

挨拶など規律に厳しい 
あいさつや練習や試合に臨む態度、仲間に対する思いやりなどに

ついて、厳しくご指導させていただいています。 

 園児（無料）サッカー教室募集 
月に２－４回開催。現在約６０名の幼稚園児・保育園児（年長・年中・

年少）に参加いただいています。費用一切無料です。 

 ＴＯＰ(社会人･大学生･専門学校生･高校生)チーム選手募集 
江東区だけをホームタウンとして、全国レベルを目指しています。 

真剣にサッカーに取り組んでいます。東京都社会人リーグ所属。 

２ページ目以降に詳しくご案内しています 
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ベイエリア・フットボール・クラブ 

小学生（Ｕ－１２・ジュニア）チーム 

ご案内 

 

更に詳しい「入会ご案内書」「ベイエリア・グランド所在地図」などを、 

ご自宅に郵送させていただきます。メールでお問い合わせ願います。 
 

特 徴 
 

  ☆保護者様のご負担がありません。 
○保護者様による「役員」「当番」等の制度はありません。 

○保護者様にご依頼する事項は各種ございますが、 

 全て任意（ご都合の良い方）でお願いしております。 

○土日祝日がお仕事の保護者様や 

小さな弟妹さんがおられる方には、ご負担がかかりません。 

○通常の練習には送迎を行っていますので、 

 練習会場（ベイエリア・グランド）へのご同行（引率）は 

不要です。 

○江東区内外での公式試合会場へは、 

各自でご来場いただく事もありますが、 

 同級生間での保護者様に引率等のご協力を調整しております。 
 

  ☆安心･安全･快適な送迎をご利用いただけます。 
○ベイエリア・グランドで行われる練習・練習試合・大会・公式試合等へは、 

 行き帰りの送迎を行っています。 

○送迎場所は、江東区内と中央区内の十数か所です。 

○送迎を利用する方と、送迎を利用しない方の月会費は異なっています。 
 

  ☆クラブ専用のベイエリア・グランド。 
○『からだ』と『こころ』と『環境』に優しい、緑豊かな自然の芝生のグランドです。 

○天然芝のサッカー専用グランドですから、転んでも痛くなく、 

 硬い学校の校庭より伸び伸びと思い切り良く体を動かせます。 

○お子様（選手）にとって、何よりの楽しみです。 

ベイエリア・グランドはクラブ専用グランドですから、 

江東区内外で行われる公式大会への参加以外に、専用グランドを持つ利点を活かし、 

小学１年生から６年生迄の各学年の部で行うクラブ主催の「ベイエリアＦＣ杯」を 

毎週のように開催し試合を行っております。 

お子様の奮闘ぶりを頻繁にご覧いただけます。 

○バーベキューやかき氷など、お子様が喜ぶイベントなど多数行っています。 

○夜間照明（ＬＥＤ）設備を備えています。 

○学校の校庭と異なり、専用グランドですので、いつでも自主的な練習を行えます。 

○サッカー専用場ですので、様々な大きさのゴールなどが練習用具が多数あり、 

 自由に使用出来ます。 
 

メールでのお問い合わせ 

体験練習会 
１２月１２日（ 土 ）１０：００－１２：００、 

１２月１３日（ 日 ）１４：００－１６：００、 

１月１１日（祝・月）時間未定、 

１月１７日（日）時間未定、 

１月２４日（日）時間未定、です。 

２月と３月にも、開催致します。 

何回でもご参加いただけます。ご参加を希望される方

は、ご希望日時の数日前迄に必ずご連絡願います。 

練習に 

体験ご参加 

願います 

http://www.bayarea-fc.com/inquiry.html


 

  ☆平日の練習にもご参加いただけます 
○低学年（小学１・２・３年生）は、毎週水曜日と金曜日の夕方に練習を行っています。 

○高学年（小学４・５・６年生）は、毎週火曜日と木曜日の夕方に練習を行っています。 

○平日練習へのご参加は、自由です。 

○平日は基礎的な練習、土日祝日は試合や試合形式の練習が中心です。 

 

  ☆挨拶など規律を厳しくご指導させていただいています。 
○学年に応じて、挨拶などの基本について、厳しくご指導しています。 

○「仲間に迷惑を掛けない」「仲間の役立つ事をしよう」を徹底しています。 

○私どもでは、規律等について大変厳しくさせていただいておりますので、 

 慣れるまでは大きな戸惑いがあるものと思われます。 

しかしながら、サッカーが上手になりたいという仲間達と共に行動するにつれ、 

厳しい規律の中でも更なる楽しさを感じてもらえるものと確信しております。 

 
 

概 要 
 

１ 名 称 ベイエリア・フットボール・クラブ・Ｕ－１２ 
 

２ 設立年月    ２００２年４月 
 

３ 所 在 地   東京都江東区 
 

４ 所 属 
  日本サッカー協会、東京都サッカー協会、東京都サッカー協会少年委員会、 

江東区少年サッカー連盟のそれぞれに、所属・登録しています。 
 

５ 設立理念  

  江東区に拠点をおき、江東区および周辺地域のサッカーを愛好する小学生を 

対象に、サッカーの指導を通じて、心身を育成するとともに、 

地域スポーツの貢献を目的としたクラブチームとして、設立されました。 
 

６ 活動方針  

  １．個々人の規律・礼節・意欲をもとに、個人レベルの基礎技術・戦術の 

    習得・研鑚を全てに優先して指導し、数多くの大会参加・練習試合で 

の交流から、技術・戦術の向上を図り、将来性豊かで個性的な選手を 

    輩出していきます。 

２．地域社会に対して、地域のスポーツ・レベルの向上を目的に、 

    練習等を通じて、指導者・選手間の交流を促進していきます。 
 

７ 指導方針  

  下記の６つの指標を軸として、神経系統が最も発達する小学生の時期に、 

高いレベルの基礎技術と、小学生世代では全国レベルの個人戦術を習得し、 

個性豊かな選手へと育成を行っていきます。 

１．行動欲求  体を動かしたいという子供本来の欲求を満たします 

２．達成感   できるようになることの喜び 

３．認  知  仲間やコーチたちに認めてもらう事の喜び 

４．勝  利  ライバルや試合に勝つ事や困難を克服した時の満足感 

５．一体感   仲間やコーチたちと協力することの喜び 

６．努  力  努力が実り、自分自身に勝つことの喜び 
 

 

 

 

 



 

８ 入会形態     
 

（１） 対 象 

  小学生 

   ＊ベイエリアＦＣに選手登録する者、あるいは、他のクラブで選手 

    登録している者に関わらず、入会する事が出来ます。 

   ＊別途クラブのスタッフが認める幼稚園年長者の入会・練習参加を 

    認める場合もあります。 
 

（２） 期 間 
  所属できる期間は、１年間（４～３月、途中入会も３月で期間満了）とし、 

次年度へ継続する事が出来ます。 
 

（３） 会員種別 

入会を希望する方は、下記のいずれかのコースを選択していただきます。 

１．全日コース 

       ①ベイエリアＦＣに選手登録している者に限る。 

       ②土日祝日以外に、平日練習にも参加出来ます。 

２．平日コース 

       ①他のクラブに選手登録している方、あるいは、 

        どのクラブにも登録していない方に限ります。 

       ②平日の練習のみに参加する事が出来ます。 
 

（４） 入 会 
  クラブの設立理念や活動方針・指導方針に理解いただける事を前提に、 

どなたでも入会いただく事が出来ます。 
 

（５） 休退会  
  休会および退会する場合は、該当する月の前月の１５日迄に、 

クラブ所定の書式等にて申し入ていただく事と致します。 
 

９ 活動内容     
 

（１） 活 動 日 

１．高学年（小学４・５・６年生） 

     ①毎週土曜日と日曜日と祝日 

 ＊会場・試合等により時間が変更する場合があります。 

     ②毎週火曜日と木曜日 １７：１５～１８：４５ 

        ＊平日練習に必ず参加しなくとも結構です。 

２．低学年（小学１・２・３年生） 

  ①毎週土曜日と日曜日と祝日 

 ＊会場・試合等により時間が変更する場合があります。 

     ②毎週水曜日と金曜日 １７：１５～１８：４５ 

        ＊平日練習に必ず参加しなくとも結構です。 

  ３．夏休み・冬休み・春休み等の学校休業期間中は、 

    高学年・低学年とも、火・水・木・金曜日に練習を行います。 
 

（２） 会 場 ベイエリア・グランド。公式試合や大会時は異なります。 
 

（３） 内 容 

１．それぞれの練習時には、コーチ１～２名が指導にあたります。 

２．体格やその時点での技術や判断能力等々により、上位の学年と一緒に 

    練習を行う事を積極的に取り入れます。 

３．公式大会等については、一学年に選手が多く全ての選手が均等に 

    出場できない場合も多々ありますが、出場できない選手については、 

    積極的に練習試合を開催したり、ベイエリアＦＣ独自の大会（ベイ 

エリアＦＣ杯）等に優先的に出場させています。 

４．下級生が上級生を追い抜いて公式試合に出場する事もあります 
 

 

 

 



 

（４） 合 宿 
１．高学年は、夏季・春季等、年に１～２回、実施しています。 

２．低学年は、夏季に実施しています。 
 

（５） ケ ガ 

練習や試合時のケガについては、登録選手全員に加入するスポーツ傷害 

保険の範囲内でのみ対処する事とし、それ以上の負担については、各選手 

が負うものとしています。 
 

１０ 送 迎  １．土日祝日の練習や試合、及び、平日の練習について、 

  『送迎付き』と『送迎不要』のいずれかを選択していただいて 

  います。 ＊月会費が異なります。 

２．平日や土日祝日の練習にあたっては、各所から練習会場迄の間、 

  車両による送迎を行っています。 

３．送迎にあたっては、限られた車両の中で、また最初と最後に乗車す 

る方の時間が大きく開かないよう、効率的な経路を設定しています。 

４．送迎を行う経路・場所については、クラブ側で設定し、全体な 

バランスを考慮するとともに、時間を削減するため、経路を延伸し 

たり送迎場所を増やす事は極力避けています。 

５．土・日・祝日について、年に数回、送迎を行えない場合があります。 

６．ベイエリア・グランド以外で行われる公式試合（大会）等につい 

  ては、原則として送迎を行えず、各自で来場いただいております。 

７．江東区外等の長距離の遠征にあたっては、保護者様にお互いに 

他のお子様（選手）の送迎をご依頼する事もあります。 

  交通費に相当する実費を徴収する場合もあります。 

８．現在の主な送迎場所は以下の通りです。（２０１５年１２月現在） 

   ◎東陽２丁目付近、◎塩浜２丁目付近、◎塩浜１丁目付近、 

◎東京海洋大学付近、◎佃付近、◎月島図書館付近、◎勝どき付近、 

◎有明１丁目付近、◎東雲１丁目付近、◎イオン東雲付近、 

◎辰巳１丁目付近、◎枝川１丁目付近、◎枝川小学校付近、 

◎潮見１丁目付近 

   

 

１１ 会 費    
 

（１） 入 会 金 入会金は、入会時のみ、徴収させていただいております。 
 

（２） 年 会 費 

１．年会費は、年に１回、新年度が始まる前々月（毎年２月）に 

徴収させていただいております。 

２．年会費は、所属している各サッカー協会・連盟等の団体への 

    チーム登録費や、スポーツ傷害保険、各種備品、グランド整備、 

その他の費用に充当するものとする。 

３．兄弟で会員の場合は、弟の年会費を半額とする。 

  ３人兄弟で入会する場合についても、３人目も同様に半額とする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（３） 月 会 費 
『送迎付き』と『送迎不要』のいずれかを選択していただいています。  

以下の１０のコースそれぞれで月会費が異なります。 
 

送迎が 

ありません 

平日のみ 

 (選手登録無し) 

Ａコース 

平日１日のみ参加。 

土日祝日は参加出来ません。 

低学年は、水曜日或いは金曜日のいずれか。 

高学年は、火曜日或いは木曜日のいずれか。 

Ｂコース 

平日２日のみ参加 

土日祝日は参加出来ません。 

低学年は、水曜日と金曜日の２日間。 

高学年は、火曜日と木曜日の２日間。 

土日祝日のみ 

Ｃコース 
土日祝日のみの参加 

大会や試合に出場出来ます（選手登録有） 

Ｄコース 

土日祝日と平日１日の参加 

低学年は、水曜日或いは金曜日のいずれか。 

高学年は、火曜日或いは木曜日のいずれか。 

大会や試合に出場出来ます（選手登録有）。 

Ｅコース 

土日祝日と平日２日の参加 

低学年は、水曜日と金曜日の２日間。 

高学年は、火曜日と木曜日の２日間。 

大会や試合に出場出来ます（選手登録有）。 

送迎が 

あります 

平日 

のみ 

(選手登録無し) 

Ｆコース 

平日１日のみ参加。 

土日祝日は参加出来ません。 

低学年は、水曜日或いは金曜日のいずれか。 

高学年は、火曜日或いは木曜日のいずれか。 

Ｇコース 

平日２日のみ参加。 

土日祝日は参加出来ません。 

低学年は、水曜日と金曜日の２日間。 

高学年は、火曜日と木曜日の２日間。 

土日祝日のみ 

Ｈコース 
土日祝日のみの参加。 

大会や試合に出場出来ます（選手登録有）。 

Ｉコース 

土日祝日と平日１日の参加。 

大会や試合に出場出来ます（選手登録有）。 

低学年は、水曜日或いは金曜日のいずれか。 

高学年は、火曜日或いは木曜日のいずれか。 

Ｊコース 

土日祝日と平日２日の参加。 

大会や試合に出場出来ます（選手登録有）。 

低学年は、水曜日と金曜日の２日間。 

高学年は、火曜日と木曜日の２日間。 

１．各コースは、１ヶ月単位で変更出来ます。 

２．兄弟会員の場合は、弟の月会費を減額します。 

  ３人兄弟の末弟の場合も同様とする。 

３．新規入会時を除いて、年会費・月会費は、所定の手続きによる口座振替（引き落とし）と 

しています。 

４．月会費は、トレーニング費用、グランド整備費等に、充当しています。 

１．年会費・月会費の他にトレーニングジャージ上下・試合用ユニフォ－ム（シャツ・パンツ・ 

  ソックス）等、クラブの指定した物を購入していただきます。 

２．合宿時の実費、遠征時等の交通費については、実費を、その都度徴収致します。 
 

更に詳しい「入会ご案内書」「ベイエリア・グランド所在地図」などを、 

ご自宅に郵送させていただきます。メールでお問い合わせ願います。 メールでのお問い合わせ 

http://www.bayarea-fc.com/inquiry.html
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ベイエリア・グランドとは 
 

『ベイエリア・グランド（江東区新砂３－７－１）』とは、ベイエリア・フットボール・クラブ専用の、都心には珍しい自然

がいっぱいの天然芝のサッカー専用場です。 

 

硬い学校の校（園）庭や公園でサッカーをはじめとしたスポーツを行うと、転倒した時の痛さを怖がり、 

思い切った動きが自然と出来なくなったり、スポーツを怖がるお子さんもおります。 

 

天然芝のサッカー専用場の『ベイエリア・グランド』は、柔らかい芝生と土壌により、転倒しても痛くなく、お子さん達が

楽しく伸び伸びと体を動かす事が出来ます。 

 

  
 

最新式のＬＥＤ夜間照明により、日が早く落ちる冬場でも、そして平日夕方の練習でも、広々としたグランドで存分に練習

していただけます。 

 

  
 

簡易式プールもあり夏場には楽しくご利用いただけます。 

また、バーベキュー設備も備え、定期的にご家族一緒に楽しんでいただけます。 

 

所属する学年の練習時間以外でも、自主的に練習が出来ます。保護者様と一緒に楽しんでもいただけます。 

 

 

１０月下旬頃より、夏芝が枯れ始めてきます。 

１０月下旬頃より、夏芝が枯れ始めてきます。 



 

小学生 

サッカー選手 
募集 

 
親の負担が 

ありません 

安心･安全･快適 

送迎もあります 

挨拶など 

規律に厳しい 

平日練習も 

有ります 

最新式ＬＥＤ 

夜間照明 

ベイエリア・フットボール・クラブ  
日本サッカー協会・東京都サッカー協会・江東区少年サッカー連盟等へ加盟し、江東区を拠点として活動しているサッカーチームです。 

メールは、mail＠bayarea-fc.com  ホームページは、www.bayarea-fc.com 
 

『からだ』と『環境』に優しい緑豊かな自然の芝生 

専用グランドだから試合がたくさん 

専用グランド(新砂３丁目)は 

[南砂町スナモ]から徒歩１０分 

送迎もあります 

幼稚園児・保育園児 

無料サッカー教室もあります 

社会人チームも選手募集中 
 

天然芝の専用グランドは 

選手とコーチで育てています 


