Perugia Calcio Japan Soccer School
2018.8 予定表
2015.6

日（曜日）

クラス

予

お台場

スピードUP/
エリートクラス

２日（木）

［エリートクラスU-12］19：00〜20：00

［Total40］20：00〜21：00

六アイ校 /横浜校/

スピードUPクラス

スピードUP神戸

六アイ校/

［スピードUPクラス］16：30〜17：30

［エリートクラスU-9］18：00〜19：00

[U-12] 17：30〜18：30

横浜校
六アイ校

３日（金）

定

ペルージャジャパンサマーキャンプ2018

関西エリア

１日（水）

予定表

[Seconda] 16：30〜17：30

エリートクラス

/ [Prima] 17：30〜18：30

[U-12] 18：00〜19：00

東京校/

/ [U-12] 20：00〜21：00

[U-12] 20：00〜21：00

La Tecnica(横浜)

４日（土）

/ ［Eccellenza］18：30〜19：30

/ [U-10] 19：00〜20：00

ゴールキーパークラス

La Tecnica(横浜)

OFF

東京校［U-9］10：15〜11：15

/

OFF
[U-12] 11：15〜12：15

スピードUP芦屋

スピードUP芦屋

５日（日）

パーソンナルコーチング

未定

６日（月）

サマースクール

ペルージャジャパンサマースクール2018

７日（火）

サマースクール

ペルージャジャパンサマースクール2018

８日（水）

サマースクール

ペルージャジャパンサマースクール2018

９日（木）

サマースクール

ペルージャジャパンサマースクール2018

１０日（金）

サマースクール

ペルージャジャパンサマースクール2018

１１日（土）

１２日（日）

１３日（月）

東京校/

東京校［U-9］10：15〜11：15

スピードUP芦屋

スピードUP芦屋

パーソンナルコーチング

未定
加西校

加西校/徳島校
/お台場校

１４日（火）

OFF

１５日（水）

OFF

[U-12] 7：00〜8：00

[U-12] 11：15〜12：15

[U-12] 7：00〜8：00

［La Tecnica］18：00〜19：00

徳島校
お台場校

/

[Seconda] 17：00〜18：00

[Seconda] 16：00〜17：00

/ [Prima] 19：00〜20：00
/ [Prima] 18：00〜19：00
/ ［Eccellenza］18：00〜19：00

/ [Prima] 17：00〜18：00
お盆休み
お盆休み

お台場

［スピードUPクラス］10：00〜11：00

１６日（木）

OFF

お盆休み

１７日（金）

OFF

お盆休み

１８日（土）

１９日（日）

２０日（月）

２１日（火）

東京校/

東京校［U-9］10：15〜11：15

スピードUP芦屋

スピードUP芦屋

パーソンナルコーチング

未定
加西校

加西校/徳島校
/お台場校

２３日（木）

[Prima] 19：00〜20：00

/ ［Eccellenza］20：00〜21：00

東灘校

[Prima] 18：00〜19：00

/ ［Eccellenza］19：00〜20：00

お台場

スピードアップクラス

スピードUP神戸

横浜校

[Seconda] 18：00〜19：00

[Seconda] 16：30〜17：30

エリートクラス

２７日（月）

２８日（火）

３０日（木）

東京校/

スピードUP芦屋

パーソンナルコーチング

未定
加西校

/お台場校

お台場校

/ ［Eccellenza］18：00〜19：00

[U-9] 17：00〜18：00

La Tecnica ［Base］18 ：00〜19：00

/ ［promozione］ 19：00〜20 ：00

[Prima] 19：00〜20：00

/ ［Eccellenza］20：00〜21：00

東灘校

[Prima] 18：00〜19：00

/ ［Eccellenza］19：00〜20：00

お台場

［スピードUPクラス］16：30〜17：30

［エリートクラスU-9］18：00〜19：00

［エリートクラスU-12］19：00〜20：00

［Total40］20：00〜21：00

六アイ校 /横浜校/

スピードアップクラス

スピードUP神戸

La Tecnica(横浜)

/ [Prima] 19：00〜20：00
/ [Prima] 18：00〜19：00

横浜校

東灘校/スピードUP/

六アイ校/

[U-12] 7：00〜8：00

/ [Prima] 17：00〜18：00

芦屋校

エリートクラス

[U-12] 11：15〜12：15

[Seconda] 17：00〜18：00

[Seconda] 16：00〜17：00

芦屋校/La Tecnica

/

/ [U-12] 20：00〜21：00

［La Tecnica］18：00〜19：00

徳島校

/ [U-12] 20：00〜21：00

[U-12] 20：00〜21：00

[U-10] 19：00〜20：00

スピードUP芦屋

加西校/徳島校

/ ［Eccellenza］18：30〜19：30

/ [U-10] 19：00〜20：00

東京校［U-9］10：15〜11：15

横浜校
六アイ校

３１日（金）

/ ［エリートクラス］19：00〜20：00

ゴールキーパークラス

/横浜校

２９日（水）

[U-12] 17：30〜18：30

/ [Prima] 17：30〜18：30

[U-12] 18：00〜19：00

La Tecnica(横浜)

２６日（日）

［エリートクラスU-12］19：00〜20：00

［Total40］20：00〜21：00

六アイ校 /横浜校/

La Tecnica(横浜)

２５日（土）

［スピードUPクラス］16：30〜17：30

［エリートクラスU-9］18：00〜19：00

六アイ校

２４日（金）

/ ［promozione］ 19：00〜20 ：00

横浜校

東灘校/スピードUP/

六アイ校/

/ ［Eccellenza］18：00〜19：00

[U-9] 17：00〜18：00

La Tecnica ［Base］18 ：00〜19：00

エリートクラス

/ [Prima] 19：00〜20：00
/ [Prima] 18：00〜19：00

/ [Prima] 17：00〜18：00

芦屋校

/横浜校

２２日（水）

[U-12] 7：00〜8：00

[Seconda] 17：00〜18：00

[Seconda] 16：00〜17：00

芦屋校/La Tecnica

[U-12] 11：15〜12：15

［La Tecnica］18：00〜19：00

徳島校
お台場校

/

※振替

[Seconda] 18：00〜19：00

[Seconda] 16：30〜17：30

エリートクラス

[U-12] 17：30〜18：30
/ ［エリートクラス］19：00〜20：00

/ [Prima] 17：30〜18：30

[U-12] 18：00〜19：00

ゴールキーパークラス
La Tecnica(横浜)

/ ［Eccellenza］18：30〜19：30

/ [U-10] 19：00〜20：00

/ [U-12] 20：00〜21：00

[U-12] 20：00〜21：00

[U-10] 19：00〜20：00

/ [U-12] 20：00〜21：00

