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株式会社 EPARKスポーツ 

「EPARK スポーツ 夏休み親子スポーツ教室」第 3 弾 

元サッカー日本代表 北澤豪が教える FOOT サッカースクール 

球界レジェンド 山本昌、伝説の本塁打王 山﨑武司が教える熱血ベースボール教室 

～8 月 10 日(木)より EPARK スポーツ WEB サイトにて順次予約受付開始～ 

 

スポーツ教室の検索・予約サイト「EPARK スポーツ」を運営する株式会社 EPARK スポーツ(本社：東京都渋谷

区、代表取締役社長：古志野史嗣、以下「EPARK スポーツ」)は、小学生、中学生を対象(※)とした夏休み特別企

画『EPARK スポーツ 夏休み親子スポーツ教室』のサービスの予約受付を EPARK スポーツの WEB サイト内

(https://sports.epark.jp/)にて開始しております。 

今回、第 3弾として、「元サッカー日本代表 北澤豪が教える FOOTサッカースクール」、「球界レジェンド 山本

昌、伝説の本塁打王 山﨑武司が教える熱血ベースボール教室」の実施が決定いたしました。北澤豪氏による

FOOT サッカースクールでは、ボールを使った基礎練習をはじめ、強くなるための技術を学びたい子ども向けの

サッカー教室を予定しております。 

山本昌氏と山﨑武司氏によるベースボール教室では、プロ野球界のレジェンドのお二方による、キャッチボー

ルやティーバッティングなど、基礎練習を通して野球の楽しさを体験していただきます。 

また、第 1 弾として既に募集を開始しております、鳴戸親方(元大関琴欧洲)による「【鳴戸部屋】相撲稽古体験

会＆ちゃんこ食事会」、現役マラソンランナーでありロンドンオリンピック出場経験をもつ藤原新選手による「オリ

ンピアン藤原新が教える、夏休み親子ランニング・メソッド」、「【元プロ陸上選手 為末大監修】お子さんのかけっ

こが速くなるコツを教える！『TRAC』かけっこ教室」、第 2弾として発表した「スポーツ能力測定会」につきましても、

まだ若干数 の余裕がございますので、夏休みを活用して是非色々なスポーツにチャレンジしてみてはいかがで

しょうか。 

EPARK スポーツでは今回の「夏休み親子スポーツ教室」を通して、子どもたちが様々なスポーツに挑戦できる

環境を創出するとともに、夏休みを活用して運動する機会を提供します。 

EPARK スポーツでは、今後も様々な競技の一流アスリートを中心とした特別コーチによる「夏休み親子スポー

ツ教室」を順次発表、募集してまいります。どの教室も人数限定となりますので、詳細は WEB サイト

(https://sports.epark.jp/)をご覧ください。 

https://sports.epark.jp/
https://sports.epark.jp/


※教室によって対象年齢が異なります。 

 

【スポーツ教室概要】 

 

■名  称： 元日本代表北澤豪が教える FOOTサッカースクール ※NEW 

■会  場： 代々木フットサルコート (東京都渋谷区神南 2-1) 

■日  時： 2017年 8月 25日(金) 10:10～11:30 ／ 11:30～12:50 ※受付・準備時間含む 

■対  象： 小学生 

■参加費： 2,000円 

■定  員： 75名／各回 

 

■名  称： 球界レジェンド・山本昌、伝説の本塁打王・山﨑武司が教える熱血ベースボール教室 ※NEW 

■会  場： 名古屋志段味スポーツランド 第 1少年野球場 (愛知県守山区大字下志段味字生下り 2287-1) 

■日  時： 2017年 8月 29日(火) 10:30～12:00(小学校低学年) ／ 13:00～14:30(小学校高学年) 

■対  象： 小学生 

■参加費： 2,000円 

■定  員： 80名／各回 

 

■名  称： スポーツ能力測定会 

■会  場： 新豊洲 Brillia ランニングスタジアム (東京都江東区豊洲 6丁目 4番 2号) 

■日  時： 2017年 8月 23日(水)、30日(水) 9:00～／10:00～／11:00～／14:00～／15:00～／16:00～ 

■対  象： 小学生 

■参加費： 1,000円 

■定  員： 15～20名 ※回により異なる 

 

 



■名  称： 【鳴戸部屋】相撲稽古体験＆ちゃんこ食事会 

■講  師： 鳴戸親方(元大関琴欧洲) 

■会  場： 鳴戸部屋 (東京都墨田区横川 2-14-7) 

■日  時： 2017年 8月 29日(火)、30日(水)、31日(木) いずれも 8:30～11:00 

■対  象： 小学生・中学生の男子 

■参加費： 無料(別途登録費 500円) 

■定  員： 10名／各回 

 

■名  称： ZONOスペシャルサッカースクール ※好評につき受付終了となりました。 

■講  師： 前園真聖氏 

■会  場： ZOZOPARK HONDA FOOTBALL ARENA (千葉県千葉市美浜区若葉 3丁目 2-17) 

■日  時： 2017年 8月 15日(木) 17:30～19:00 

■対  象： 小学生 

■参加費： 2,000円 

■定  員： 50名 

 

■名  称： オリンピアン藤原新が教える、夏休み親子ランニング・メソッド 

■講  師： 藤原新選手 

■集合場所： 東京体育館前広場 (東京都渋谷区千駄ヶ谷 1-17-1) 

■日  時： 2017年 8月 31日(木) 18:30～20:00 

■対  象： 小学生の親子 

■参加費： 2,000円 

■定  員： 100組 (保護者 1名＋お子さま 1名で 1組) 

 

■名  称： 【元プロ陸上選手 為末大監修】お子さんのかけっこが速くなるコツを教える！『TRAC』かけっこ教室 

■講  師： TRAC コーチ 大西正裕氏 他 

■会  場： 新豊洲 Brillia ランニングスタジアム (東京都江東区豊洲 6丁目 4番 2号) 

■日  時： 2017年 8月 31日(木) 9:30～10:15 ／ 10:30～11:15 ／ 11:30～12:15 

■対  象： 小学生 

■参加費： 1,000円 

■定  員： 50名／各回 

 

【「株式会社 EPARKスポーツ」会社概要】 

会社名： 株式会社 EPARKスポーツ 

所在地： 東京都渋谷区渋谷 3-17-4 山口ビル 6F 

代表者： 古志野史嗣 

事業内容： スポーツ関連施設の検索・利用予約サービス／スポーツ関連施設の集客支援サービス／ 

   スポーツ関連商材のオンライン販売 他 

U R L：  https://sports.epark.jp/ 

https://sports.epark.jp/

