
Real Madrid Football School Japan 
 サマ〡キャンプ　 2021 

充実したサッカートレーニング、座学やスペイン語レッスンに加えて、普段体験出来ない大人気のアクティビティーが満載。 
 親元を離れてコーチや様々な年代の仲間が最高に美しい自然の中に集い、快適な宿と美味しい食事を頂く。 
サッカーというスポーツが単に点を取りあう競技ではなく、人生の様々な価値を身に付けることが出来る 

最高の宝であることを実感できることでしょう。

⚽エンジョイコース：BG1～G2（年少～小学２年生）・保護者の方１名様以上の参加必須

⭐アクティブコース：G3以上（小学３年生以上）お子様のみのご参加可能

#マスタークラス　：G3以上（小学３年生以上・コースにより対象年齢あり）お子様のみのご参加可能

⭕愛知豊田校参加可能：豊田市からも往復専用バスが運行します。
（愛知豊田校優先ではなく関東の方も参加可能です）

　　　⚡川場カップ：G3以上、スクール付属チーム”AmanecerCF”として大会に出場。お子様のみのご参加可能

SLがあるホテルに宿泊！　群馬・川場コース　 

(1)7月21日（水）～23日（金） ⚽  ⭐  
(2)7月23日（金）～25日（日） ⚽  ⭐  
(3)8月15日（日）～17日（火）  ⚽   
(4)8月17日（火）～19日（木） ⚽   

・合計４回のサッカートレーニング 
・座学とスペイン語レッスン（アクティブ） 
・サッカークイズタイム（エンジョイ） 
・川遊びと魚つかみ！ 
・天皇献上米を使ったおにぎり作り！ 
・川場田園プラザでお買い物＆散策。 
・とうもろこし収穫体験。とうもろこしはお土産に！ 

定員　エンジョイコース　最大各１7名＋ご家族様 
　　　アクティブコース　最大各４０名 
■宿泊　ホテル田園プラザ 
■住所　〒378-0101 群馬県利根郡川場村谷地２４１９ 
■電話　0278-52-2241 
■お部屋 
エンジョイコースの方　ベッド２台洋室（１家族１部屋） 
アクティブコースの方　和室4名１部屋 
・いずれもトイレ、お風呂は共同 

1日目 2日目 3日目

Active Enjoy Active Enjoy Active Enjoy

午前 都内出発
スペイン語座学 サッカークイズ

トレーニング④
トレーニング② トレーニング②

午後

昼食 おにぎり作り 魚つかみ 田園プラザ

スペイン語 トレーニング① 魚つかみ おにぎり作り とうもろこし収穫

トレーニング① 川遊び トレーニング③ 川遊び 現地発

川遊び 自由 川遊び
トレーニング③ 
（参加任意） 到着

夜 お楽しみ会 自由 都内着・解散

食事 昼・夕 朝・昼・夕 朝



アクティビティ盛りだくさん！　群馬・谷川岳コース　 
(1)７月３０日(金)～８月１日(日)⚽   
(2)8月1日（日）～3日（火） ⭐  
(3)8月19日(木)～21日(土) ⭐  
(4)8月21日(土)～23日(月)⚽  

・合計4回のサッカートレーニング 
・座学とスペイン語レッスン（アクティブ） 
・じゃがいも収穫体験→採れたてのじゃがいもを 
フライドポテトにして夕食に！ 
・カヌー、ラフティングでおもいっきりリフレッシュ！ 
・魚つかみで捕まえた魚はBBQで食べちゃおう！ 
・谷川岳ロープウェイで大パノラマを見よう！ 
定員　　エンジョイコース　最大各１8名＋ご家族様 
　　　　アクティブコース　最大各４５名 

■宿泊　吉野屋・並木山荘 
■住所　〒379-1721 群馬県利根郡みなかみ町藤原３７３７ 
■電話　0278-75-2710 
■お部屋 
・トイレ・お風呂は共同です　　 
・４-５名１部屋利用（エンジョイコースは１家族１部屋）

富士山が見える避暑地！　山梨・河口湖コース 

(1)８月８日(日)～１０日(火)⚽  ⭐ ⭕  
(2)8月10日 (火)～12日(木)⚽ ⭐⭕  

・合計4回のサッカートレーニング 
・座学とスペイン語レッスン（アクティブ） 
・すばるランドでおもいっきり遊ぼう！ 
（BBQ・フリーパス付き） 
・山梨名物ほうとうのランチ付き 
・ホテル内プールやインドアテニスもあるよ！ 
・広々２ベッドルームなのでお友達親子での宿泊も可能です！ 
 定員　各５０名様（ご家族様含む） 

■宿泊　フジプレミアムリゾートホテル 
■住所　〒401-0302 山梨県南都留郡富士河口湖町小立７１３９- １ 
■電話　0555-73-1168 
■お部屋 
・４ー５名１部屋での利用（２ベッドルーム） 
・お部屋タイプの指定はできません 
・お友達親子での１部屋利用についてはお問い合わせください 

＊8月10日コースは豊田発の方のエンジョイコース 設定は 
なくなりました。 

1日目 2日目 3日目

Active Enjoy Active Enjoy Active Enjoy

午前
都内出発

都内出発
スペイン語座学 トレーニング②

トレーニング④
トレーニング① トレーニング③ さかな掴み

午後

昼食 昼食 昼食

トレーニング② トレーニング①
ラフティング 
さかなつかみ

カヌー ロープウェイ

じゃがいも収穫
トレーニング③ 
（参加任意） 出発

夜 フライドポテト BBQ・花火 都内着・解散

食事 昼・夕 朝・昼・夕 朝・昼

1日目 2日目 3日目

Active Enjoy Active Enjoy Active Enjoy

午前 出発
トレーニング② トレーニング② トレーニング④

トレーニング④

すばるランド 
BBQランチ

座学

午後

昼食 ほうとうランチ

スペイン語 トレーニング① 出発

トレーニング① 自由時間 トレーニング③
トレーニング③ 
（参加任意） 到着・解散

食事 昼・夕 朝・昼・夕 朝・昼



　 
マスタークラス　サマーキャンプ２０２１#   

7月２６日（月）～2８日（水）　千葉・九十九里コース　G3＆４（小学３・４年生）対象　  
　 

　８月１９日(木)～21日(土)　静岡・富士宮コース　G5ーG12（小学５年生以上）対象 

スペイン人ゴルカコーチ（元レアルマドリードファンデーションコーチ）の直接指導を受ける３日間！ 
より戦術レベルの向上に特化したサッカートレーニングと座学・スペイン語講座を行います。 

この夏、自分の戦術レベルを上げたい方、戦術レベルの高いトレーニングを集中して行いたい方、 
いつか世界を目指したい方にも適した集中トレーニングコースです。 

千葉・九十九里コース　松原荘　（小学３・４年生　スクール生・OBOGのみ　定員26名） 
■住所　〒289-1726 千葉県山武郡 横芝光町木戸9634-5 
■電話　0479-84-0213 
■お部屋 
・トイレ・お風呂は共同です 
・４-５名１部屋利用 
■主なアクティビティ 
・合計５回のサッカートレーニング 
・座学、スペイン語講座 
・海遊び　・花火　・スイカ割り＆BBQ  
・”ウォーターガーデン”プール  
・マスタークラス修了証授与 

静岡・富士宮コース　西の家　　（小学５年生以上　スクール生・OBOGのみ　定員10名） 
■住所　〒418-0103 静岡県富士宮市上井出 
■電話　0544-54-0277 
■お部屋 
・トイレ・お風呂は共同です 
・４-５名１部屋での利用 
■アクティビティ 
・合計５回のサッカートレーニング 
・座学、スペイン語講座 
・花火　・スイカ割り＆BBQ 
・プール　・白糸の滝見学 
・富士宮焼きそばのランチ付き 
・マスタークラス修了証授与 

＊富士宮コースは関東各校と愛知豊田校からの参加者合同トレーニングです。 
＊愛知豊田校からご参加の皆様：富士宮コースの行き帰りは共に豊田市内よりバスガイドによるアテンドとなります。コー
チ・スタッフはバスには同乗しない予定ですが出発のお見送りと下車のお迎えはコーチが致します。

1日目 2日目 3日目

午前
都内出発 トレーニング③ トレーニング④

トレーニング① 座学・スペイン語 セレモニー

午後
スペイン語 トレーニング③ 道の駅で昼食

トレーニング② プール 出発

夜 花火・スイカ割り BBQ 都内着・解散

食事 昼・夕 朝・昼・夕 朝

1日目 2日目 3日目

午前 出発
トレーニング③ トレーニング⑤

座学・スペイン語 セレモニー

午後

トレーニング①
トレーニング④

富士宮やきそば

スペイン語 白糸の滝

トレーニング② プール 出発

夜 花火 BBQ・スイカ割り 到着・解散

食事 昼・夕 朝・昼・夕 朝・昼



　 

AmanecerCF 川場カップ出場コース 
  7月３１日（土）～８月２日（月）　U10（小学３・４年生） 

  ８月３日（火）～８月５日（木）　U11/12（小学５・６年生） 

スクール付属チーム”AmanecerCF”として出場して頂きます！ 
大会初日・２日とリーグ予選を行い、最終日に上位トーナメントと下位トーナメント戦を行いますので 

普段の練習とは違い、相手がいる緊張感の中ご自身のプレーを実戦で生かせるチャンスです！ 
勝ち負けにこだわらず、チームメイトと一緒に楽しんで試合に参加してくれる方を募集します！ 

川遊びや川場田園プラザでのアクティビティも含まれ、コーチや他のお友達との交流を通してチームワークを学びます。 

定員　各カテゴリー　スクール生・OBOGのみ　最大24名 

”AmanecerCF” とは？ 
スクールの練習とは違い、試合を体験させてあげたい！という思いから発足したスクール付属チームです。 

Amanecerとはスペイン語で”夜明け”を意味し、クラブチームにありがちな目先の勝利にこだわったチーム運営や試合メン
バーの固定などは行わず、純粋にゲームを楽しむことをコンセプトとしたチームです。そしてそこには日々のレアルマドリードスクー

ルで身につけたスキルを同じイメージを持った仲間たちとゲームで試せる環境があります。 

　希望者は先着申込順で参加可能！試合経験は問いません！ 
・試合会場：川場村スポーツ広場 
・宿泊先：民宿、ホテル等（指定はできません） 
・”AmanecerCF”ユニフォームレンタルあり、ソックス支給 
・アクティビティ：川遊び、川場田園プラザ立ち寄り 
・対戦チーム一例：沼田SGC アーノ- ソルティーロ、鹿島アントラーズ、レスチ、アルティスタ　JFC、 
リバティSC、早稲田ユナイテッド　など 
*すでにAmanecerCFソックスをお持ちの方は1760円分のオンラインクーポンをお渡しします 

1日目 2日目 3日目

午前 都内出発 予選リーグ戦② 

川遊び

最終トーナメント

午後 予選リーグ戦① 川場田園プラザ

夜 お楽しみ会 花火 都内着

食事 昼・夕 朝・昼・夕 朝



 
Real Madrid Football School Japan 

サマ〡キャンプ 2021 

参加費用 
全て１コースあたりの参加費用・税込となります 

お子様１名様 (エンジョイコース、アクティブコース、川場カップコース）　￥４９，５００ 

マスタークラス　お子様１名様  　　 ￥５２，５００ 

同伴の保護者様、ご家族様１名様(*1) 　　￥４４，５００ 

２歳未満のお子様（添い寝・食事なし・バス座席なし)  ￥５，０００ 

参加アレンジ費用はこちら 

往復現地集合・解散 　　各参加費用よりお一人様          ￥２，０００引き 

サッカートレーニングのみ（*2）  アクティブコース      ￥１９，５００　 

       エンジョイコース　       ￥１５，０００ 

河口湖コースのみ：２名１部屋利用追加代金(*3)お一人様　    ￥４，４００ 

* 全て消費税込み、１名様あたりの金額となります。 
*1日単位の参加はできません。全て２泊3日でのみのご参加となります。 

*1：３歳以上のご兄弟で一緒にツアーに参加はするがサッカートレーニングは参加なしの場合、こちらの金額と
なります。全コース共通の金額となります。（バス送迎、ホテル利用、食事、アクティビティ参加のみ） 
*2：サッカートレーニングのみご希望の場合は往復のバス移動・ホテル宿泊はご自身で手配となり、全てのアク
ティビティへのご参加は頂けません。アクティブコースの方は座学込みとなります。またグランドまでは直接お
越しいただきます。（マスタークラス・川場カップ出場は適用なし） 
*3:：河口湖コースのみ①大人１名お子様１名、もしくは②大人２名のみで１部屋利用の場合に必要となります。
２ベッドルームなのでお友達親子で宿泊希望の場合はこちらは不要です。



 
Real Madrid Football School Japan 

 サマ〡キャンプ 2021 

必ずご確認ください 

全てのツアーはレアルマドリード・ファンデーション・フットボールスクールオリジナルの企画です。 
旅行会社を介した手配旅行となります。 

・５月30日(日)20時よりれんらくアプリ内申込フォームからの先着申込となります。 
・お申し込み後５日以内にオンラインストアにてツアー代金のお支払いを頂き申込完了となります。こちらでオ
ンラインストアからのお支払いが確認できない場合は申込キャンセルとさせて頂きますのでご注意ください。 
・ご参加はレアルマドリードサッカースクール 在校生ならびにそのご家族様、ご兄弟様、OBOG会員様、短期入
校者様に限ります。さらにコースにより対象年齢、対象が分かれます。 
・お申し込み締め切り　各コース出発10日前まで 
・ツアー、アクティビティの内容・行程順番が変更になる場合がございます。 
・最少催行人数に満たない場合はツアー内容や移動手段に変更が生じることがございます。 
・アクティブコースは基本的にはお子様のみのご参加を想定したプログラムになります。保護者様、ご家族様が
ご参加希望の場合は、スクール生のお子様とは別の部屋での宿泊になる場合がございます。また川場コースのご
家族での個室利用はエンジョイコースの方優先となります。 
・何らかの事情によりご参加できないアクティビティがある際の返金はございません。 
・谷川岳、河口湖、富士宮コース以外、最終日の昼食はご自由にお買い求め頂きます。参加代金には含まれてお
りませんのでお昼ご飯代金をお持ちください。 
・体調の優れない方、具合の悪い方、参加前日以降37.5度以上のお熱がある方はご参加をご遠慮ください。参加
途中にこれらの症状が出た方は全てのトレーニング、アクティビティなどにはご参加頂けません。 
・詳しい日程などの旅のしおりはご参加前に対象コースのものをお渡しさせて頂きます。 
・ご参加時のお子様の様子はスクール公式インスタグラム、Facebookなどで随時ご案内します。 

＜含まれるもの＞ 
宿泊２泊、記載の食事数、記載のアクティビティ、サッカートレーニング、往復バス送迎、 

マスタークラス修了証（マスタークラスのみ）、スポーツ保険（国内旅行保険は任意となります） 

＜キャンセル・変更手数料＞ 
手数料を引いた差額は銀行振込にて返金をさせて頂きます。 
＊振込手数料はご負担いただきますのでご了承ください 

出発30日前～　ツアー代金の２０％ 
出発14日前～　ツアー代金の３０％ 
出発7日前～　ツアー代金の５０％ 
出発前日～　ツアー代金の１００％


