
2014
豊島少年サッカークラブ

Autumn Camp in 波崎
ガイドブック

2014 年 10 月 25 日（土）～ 10 月 26 日（日）

学年　　　　　氏名

＜宿泊先＞
波崎グリーンホテル

〒314-0408　茨城県神栖市波崎 1251
TEL. 0479-44-1205 ㈹　　FAX. 0479-44-1206



合宿にあたって

　次のことに注意を払いながら、みんなで明るく・仲良く・元気よく・楽しく過ごし、実りある合宿にしま
しょう。

◆出発前について

　　・合宿前は健康に注意して、風邪など引かないようにしましょう。
　　・持ち物には、全部名前を書いておきましょう。( ボールにはチーム名も記入のこと）

　　・出発前日は、早めに寝るようにしましょう。

　　・前日に手・足の爪を切ってください。

　　・ご家庭で、このガイドブックをお子さんと読み合わせてください。

　　・携帯電話やゲーム機類は自己責任で持参可とします。紛失等は責任を負いかねます。

◆出発当日

　　・朝ごはんは必ず食べてきましょう。
　　・電車に酔う人は酔い止め薬を服用して、電車に乗る前に担当コーチに言ってください。

　　・集合時間には遅れないようにしましょう。遅れたり、行けなくなった時は、早めに連絡して下さい。

　　　　　　（⇒　菊地合宿実行委員長　＝　090-4127-8265　kiku-ji1rqr@docomo.ne.jp）

◆電車の中で

　　・用事がない時は、席を立ったりしないようにしましょう。
　　・他の乗客の迷惑にならないよう、騒いだり大声を出したりしないようにしましょう。

　　・気分が悪くなったら、すぐに担当コーチに知らせてください。

　　・携帯ゲームは長時間でなければ行ってかまいません。

◆ホテルにて

　　・ホテルでは、他のお客様の迷惑にならないようにしましょう。
　　　（部屋の中・廊下・浴室で騒いだり、大声を出したりしないようにしましょう。特に夜中や早朝は静かに！）

　　・部屋はきれいに使いましょう。（部屋の中で暴れたりして物を壊さないように！）

　　・他のチーム・お客様に元気よくあいさつをしましょう。

◆その他の注意事項

　　・団体行動です。決められた約束は守りましょう。集合時間の 10 分前には集まるようにしましょう。（10 分前行動）
　　・健康管理に心がけましょう。調子の悪い時は無理をせず、担当コーチに申し出てください。

　　・忘れ物や紛失物に注意してください。移動の時は持ち物をもう一度確認しましょう。

　　　（ホテルとグラウンドが離れています。グラウンドには忘れ物をしないように！）
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　次のことに注意を払いながら、みんなで明るく・仲良く・元気よく・楽しく過ごし、実りある合宿
にしましょう。

◆出発前について
　　・合宿前は健康に注意して、風邪など引かないようにしましょう。
　　・持ち物には、全部名前を書いておきましょう。
　　・出発前日は、早めに寝るようにしましょう。
　　・ご家庭で、このガイドブックをお子さんと読み合わせてください。
◆出発前について
　　・合宿前は健康に注意して、風邪など引かないようにしましょう。
　　・持ち物には、全部名前を書いておきましょう。
　　・出発前日は、早めに寝るようにしましょう。
　　・ご家庭で、このガイドブックをお子さんと読み合わせてください。

◆出発当日
　　・朝ごはんは必ず食べてきましょう。
　　・電車に酔う人は酔い止め薬を服用して、電車に乗る前に担当コーチに言ってください。
　　・集合時間には遅れまいようにしましょう。遅れたり、行けなくなった時は、早めに連絡して下
　　　さい。
　　　　　　（⇒　田島代表　＝　090-7800-3748　skyblue308@i.softbank.jp）

◆電車の中で
　　・用事がない時は、席を立ったりしないようにしましょう。
　　・他の乗客の迷惑にならないよう、騒いだり大声を出したりしないようにしましょう。
　　・気分が悪くなったら、すぐに担当コーチに知らせてください。
　　・携帯ゲームは長時間でなければ行ってかまいません。

◆ホテルにて
　　・ホテルでは、他のお客様の迷惑にならないようにしましょう。
　　　（部屋の中・廊下・浴室で騒いだり、大声を出したりしないようにしましょう。特に夜中や早朝
　　　は静かに！）
　　・部屋はきれいに使いましょう。（部屋の中で暴れたりして物を壊さないように！）
　　・他のチーム・お客様に元気よくあいさつをしましょう。

◆その他の注意事項
　　・団体行動です。決められた約束は守りましょう。集合時間の 10 分前には集まるようにしましょ
　　　う。（10 分前行動）
　　・健康管理に心がけましょう。調子の悪い時は無理をせず、担当コーチに申し出てください。
　　・忘れ物や紛失物に注意してください。移動の時は持ち物をもう一度確認しましょう。
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●持ち物チェック表　（※持ち物には名前を書きましょう）

合宿前の準備

洗面用具

持ち物 数量 行き 帰り 備　　　考

一式
バスタオル、タオル、歯ブラシ、歯磨き粉等
（シャンプー、ボディソープは浴室に有）

万が一のためにコピーを持たせてください。
（集合場所で集めます）

用途はお土産購入等。（金額はご家庭で判断）

普段服用している物のみ。

カッパが好ましい。

過度にならない程度。
（食事との兼ね合いを考慮してください）

赤シャツ、黒パンツ、赤ストッキング (2 組）。
（氏名記入のこと）

天然芝です。スパイクが好ましい。

4号ボール。（チーム名・氏名記入のこと）

忘れないように。（氏名記入のこと）

グラウンドへ用具を運びます。

保冷性の良い大きめの物。

1日ごとに分けておくと便利。下着 2日分

パジャマ 1組 薄手で長袖が良い。（夜は結構冷えます )

行き帰り、部屋着兼用可。
（行き帰り用の靴はシューズと別のこと )

大 1・小 2位を目安に。汚れ物等を入れる。

1組

1組

1組

防寒着 ( 上下 )

部屋着 ( 上下 )

ビニール袋 2～ 3枚

適量

1,000 ～
2,000 円

ハンカチ・
ティッシュ

お小遣い

常備薬

保険証コピー 1枚

お菓子

雨具

ガイドブック

少量

練習着

スパイク、
またはシューズ 1組

1組

1組

1個

1個

1個

サッカーボール

すね当て

ナップザック

水筒

1st・赤のみ。1組ユニフォーム

＜注意＞※携帯電話・ゲーム機類はご家庭判断です。紛失等の責任は持ちません。

宿　泊　用　具

活　動　用　具
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合宿予定表

日　時

10月 25 日
（土）
1日目

10 月 26 日
（日）
2日目

時　間 内　　　容 コーチ注意事項

6：30 集合　⇒　池袋駅地下・JR 南口改札前

7：37 東京駅　出発

9：30 銚子駅　着

10：00 波崎グリーンホテル　着

11：30 グラウンドへ移動

12：00 練習・開始　「各種練習メニュー～ミニゲーム」

17：30 練習・終了

18：00 入浴

19：00 夕食

20：00 レクリエーション　～　自由時間

22：00

6：15

就寝

起床

7：00 朝食　～　帰り支度　「※荷物を移動」

8：00 ホテル出発　～　グラウンド移動

8：30 練習開始　～　フレンドリー

12：00 練習終了

15：00

16：10

ホテル出発

（JR　山手線）

（総武本線 /特急　しおさい 1号）

（総武本線 /特急　しおさい 14 号）

（JR　山手線）

（ホテル送迎バス）

（ホテルで昼食）

（ホテルへ移動）

銚子駅でお土産購入

16：38 銚子駅　出発

18：29 東京駅　着

18：52 池袋駅　着

19：00 池袋駅地下・JR 南口改札前　⇒　解散

・山手線～東京駅、混雑します。
   引率には注意して下さい。

・他の乗客の迷惑にならないよ
   うに注意して下さい。

・練習用具をホテルへ忘れない
   ように注意して下さい。

・部屋の見回りをして下さい。

・荷物の忘れ物がないか
   部屋の確認。

・用具の忘れ物がないか
   グラウンドの確認。

・人数確認。（点呼）

・人数確認。（点呼）

・人数確認。（点呼）

・他の乗客の迷惑にならないよ
   うに注意して下さい。

・東京駅、混雑します。
・いくつかのグループに分け、
   山手線に乗車のこと。

（ホテルへ移動～昼食～入浴）
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出発当日のご案内

【集合日時】　平成 26 年 10 月 25 日（土）・午前 6時 30 分

【集合場所】　池袋駅地下・JR 池袋南口改札前

【電　　車】　JR 山手線（池袋駅→東京駅）　～　

　　　　　　総武本線 /特急・しおさい 1号（東京駅発 7：37 ～銚子駅着 9：30）

　　　　　※集合時間 10 分前には集まるようにしましょう。

　　　　　※集合点呼時に保険証のコピーを集めます。

　　　　　※出発当日は、豊島の練習着（シャツ・パンツ・ストッキング）を着用しましょう。

　　　　　　　　　　　　⇒防寒着は練習着の上に着てください。

帰り当日のご案内

メ　　　モ

【帰宅日時】　平成 26 年 10 月 26 日（日）・午後 7時 00 分頃

【解散場所】　池袋駅地下・JR 池袋南口改札前

【電　　車】　総武本線 /特急・しおさい 14 号（銚子駅発 16：38 ～東京駅着 18：29）

　　　　　　JR 山手線（東京駅→池袋駅）

　　　　　※銚子駅出発時にメールをお流し致します。

※保護者から担当コーチへの連絡事項も記入ください。
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時　間 内　容 点　数 時　間 内　容 点　数

活動スケジュール

Ａコート Ｂコート

9：10 ～
　9：55
(20：5：20)

10：05 ～
　10：50
(20：5：20)

11：00 ～
　11：45
(20：5：20)

11：45 ～
　12：05
(20 分 1 本 )

10：05 ～
　10：50
(20：5：20)

11：00 ～
　11：45
(20：5：20)

9：10 ～
　9：55
(20：5：20)

豊島 SC（6年）
　vs　○SC（6年）

豊島 SC（5年）
　vs　○SC（5年 A）

― ―

豊島 SC（6年）
　vs　○SC（6年）

豊島 SC（6年）
　vs　○SC（6年）

豊島 SC（5/4 混合）
　vs　○SC（5年 B）

― ―

豊島 SC（5/4 混合）
　vs　○SC（5年 B）

豊島 SC（5年）
　vs　○SC（5年 A）

―

―

―

⇒　6年生＝2.5 試合、　5年生＝2試合、　5年 /4 年混合＝2試合
※相手チームは現在調整中。　※上記は予定です。内容が変更する場合があります。

【日　　時】　10 月 25 日（土 )
【場　　所】　波崎グリーンホテル・グラウンド
【時　　間】　12：00 ～ 15：30
【対象学年】　豊島 SC＝6年生・5年生・4年生
【内　　容】　＜練習＞　⇒　・アジリティ練習　・パス練習　・キック練習　・ヘディング練習　・スローイング練習
　　　　　　　　　　　　　・フィジカル /プロテクト練習　・コンビネーション　・その他
　　　　　　＜ミニゲーム＞　⇒　6年・5年・5年 +4 年混合チームの総当たり

【日　　時】　10 月 26 日（日 )
【場　　所】　波崎グリーンホテル・グラウンド
【時　　間】　8：30 ～ 12：00
【対象学年】　豊島 SC＝6年生・5年生・5年 +4 年混合
【試合形式】　8人制（20：5：20）（20 本 1本）
【対戦相手】　豊島 6年（１チーム）、豊島 5年（１チーム）、豊島 5/４年混合（１チーム）
　　　　　　相手６年（１チーム）、相手 5年（１～ 2チーム）
　　　　　　※相手チームは調整中。

【タイムテーブル】



― 6 ―

●輸送チェック表　（※宅急便で送ります。）

チーム準備

ベンチ

備品名 数量 行き 帰り

4組

シート 大 2～ 3枚

マーカー 多数

2組

2個

9～ 10 個

9～ 10 個

巻尺

ビブス

救急箱 2セット

2個

2個

ジャグジー

バケツ

＜アジリティ用具＞

＜フィジカル用具＞

ラダー 1個

フラッグ

フラッグ立て

ハードル

9～ 10 本

タックルパット 2組
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