
スクールグッズ 

商品名 
必須購入クラス 

エンジョイ チャレンジ アスリート 

 スクールジャージ上下セット ● ● ● 

 ハーフパンツ ● ● ● 

 スクールTシャツ ● ● ● 

●：必須購入 

●：必須購入 ▲：自由購入 

4．スクールキャップ  ¥1,500(税抜）  
サイズ  ジュニアサイズ（53-57cm） / 大人サイズ（56-60） 

※各種サイズは22ページのスクールグッズサイズ表をご確認ください。 
※注文商品によってお渡しする日が異なる場合がございます。  

商品名 
必須購入クラス 

エンジョイ チャレンジ アスリート 

 スクールキャップ ● ● ▲ 

新潟中央校  新潟南校  小千谷校  

3．各校スクールTシャツ ¥4,000(税抜） 
サイズ130～150㎝ / SS～LL  ※受注発注品のため注文からお渡しまでに１ヵ月～1ヵ月半を要します。 

  予めご了承ください。 

県央校  県北校  新潟校  

1．スクールジャージ上下セット 2．ハーフパンツ 

サイズ120～160㎝ / S～L  サイズ120～160㎝ / S～L  

¥12,000(税抜） ¥4,000(税抜） 



※各種サイズは22ページのスクールグッズサイズ表をご確認ください。 
※注文商品によってお渡しする日が異なる場合がございます。  

スクールグッズ 

●：必須購入 ▲：自由購入 

¥21,000(税抜） 

6．スクールウインドブレーカー上下セット 

サイズ130～150㎝ / XS～XL  

※受注発注品のため注文からお渡しまで1ヵ月 ～1ヵ月半 
   を要します。予めご了承ください。    

7．スクールロングタイツ 

¥9,500(税抜） サイズ XS～XL  

¥12,000(税抜）  5．各校ユニフォーム上下セット  

商品名 
必須購入クラス 

エンジョイ チャレンジ アスリート 

 各校ユニフォーム上下セット ●   

 スクールロングタイツ ▲ ▲ ● 

 スクールウインドブレーカー上下セット ▲ ▲ ● 

サイズ 130～150㎝ / XS～2XL    

※受注発注品のため注文からお渡しまで1ヵ月～1ヵ月半を要します。 
   予めご了承ください。    

新潟校 
 
  新潟中央校 

 
  

県北校 
 
  

新潟南校 
 
  

県央校 
 
  

小千谷校 
 
  



スクールグッズ 

◆ロングTシャツ ¥4,500(税抜） 
サイズ 140～150cm / XS～2XL 

◆手袋 ¥900(税抜） 
サイズ フリー  

◆ニットキャップ ¥1,200(税抜） 
サイズ フリー（57～59cm）  

商品名 
必須購入クラス 

エンジョイ チャレンジ アスリート 

ロングTシャツ 

全クラス自由購入 手袋 

ニットキャップ 

※各種サイズは22ページのスクールグッズサイズ表をご確認ください。 
※注文商品によってお渡しする日が異なる場合がございます。  

オフィシャルグッズ 

◆フェイスタオル ¥1,500(税抜） 

■サイズ 縦34×横80cm 

■素 材 綿100%  ジャガード織 
    日本製 今治タオル  

◆スポーツタオル ¥1,800(税抜） 

■サイズ 縦40×横110cm 

■素 材 綿100%  ジャガード織 
   日本製 今治タオル 

◆マフラータオル ¥1,200(税抜） 

■サイズ 縦20×横110cm 

■素 材 綿100%  ジャガード織  
  日本製 今治タオル 

 
 

巻いて・掲げて選手や仲間を応援しよう！ 

普段使いからスクール・部活にも 

合宿や試合にも活躍の大判サイズ 



スクールグッズ 

●：必須購入 ★：クラブ推奨 ▲：自由購入  

8．ランニングシューズ/スパイクシューズ 

  
 

     

                                                           ■販売価格￥4,200(税抜) 
                                                              定価¥4,800(税抜) 

                           
                            

                        ■販売価格￥3,500(税抜) 
                                                                                                                         定価¥3,990(税抜)  

                                                                                                               

  

アソビキッズ –発育インソール・マジックベルト仕様 -  ※エンジョイクラス推奨 

ブラック×ホワイト×パープル    ブラック×ホワイト×レッド         ホワイト×ブラック                ホワイト×ピンク 
サイズ21.0～25.0cm              サイズ21.0～25.0cm            サイズ21.0～25.0cm     サイズ21.0～25.0cm 

  
   
  

マキシマイザー21Jr  – 通学から運動までマルチに活躍 –  

                    ※エンジョイ・チャレンジクラス推奨 

                 グリーン                                  ブルー                              レッド                         ピンク 
   サイズ16.0～22.0cm            サイズ16.0～22.0cm               サイズ16.0～22.0cm       サイズ16.0～22.0cm 

  
  
  

                                           

2019年2月発売 

                                           

2019年1月発売 

                                           

2019年1月発売 

※各種シューズは商品数に限りがございます。  

   欠品の場合はご了承ください。  

 

 

 

 

 

  

ブルー×シルバー×オレンジ           ピンク×ホワイト×ネイビー            ホワイト×レッド 
サイズ22.0～28.5cm                     サイズ21.0～25.5cm                     サイズ21.0～24.5cm 

  

ブレイブウイング3     
                            

– 初めてのスパイクに、オールラウンドモデル -   
 7mmピン付   ※チャレンジクラス必須購入品 

  
 

            

                                                           ■販売価格￥9,400(税抜) 
                                                        定価¥10,000/ピン¥750(税抜) 

                           
                            

                             
2019年3月発売 

※注意事項 
1.納品後にサイズが合わない場合は交換可能です
が、汚れがあったり、タグを切ると交換できません。 
2.スパイクシューズは小さめにできているため、 
 サイズがご不明の場合には、 
   「いま履いているシューズのサイズ+1.0～1.5ｃｍ」 
   を目安にご購入ください。 

商品名 
必須購入クラス 

エンジョイ チャレンジ アスリート 

スパイクシューズ ●  ▲  

ランニングシューズ ★  ★ ★  

スピードスタッズ   
                            

– もっと速く走りたいキミを応援 -   
※チャレンジ・ジュニアアスリートクラス推奨 

                 ネイビー                                サックス                             ブルー                       イエロー 
  サイズ21.0～25.0cm            サイズ21.0～25.0cm          サイズ21.0～25.0cm       サイズ21.0～25.0cm 

  
  
  

  

                                                                                             

                                                                                           

      ■販売価格￥3,400(税抜) 
        定価¥3,900(税抜) 



スクールグッズ 

●：必須購入 ★：クラブ推奨 ▲：自由購入 

※注意事項 

納品後にサイズが合わない場合は交換可能ですが、
汚れがあったり、タグを切ると交換できません。 

なるべく交換のないようにお願いいたします。 

 
 

8．ランニングシューズ/スパイクシューズ 

  ブルー×ホワイト×オレンジ         フラッシュオレンジ×ブラック               

         サイズ22.0～29.0cm                      サイズ22.0～29.0cm                              

  
  

  

                                              

ジオバーサス2 

  
 

            

                                                     オールウェザートラック専用/100～400m・ハードル用/スパイクピン8mm・固定式6mm・4mm   2019年3月発売    

                                                                                                                                                     

                           
                            

  ブルー×ホワイト×オレンジ                   

         サイズ22.5～28.0cm                                                

  
  

  
 

            

                                                           ■販売価格￥14,500(税抜) 
                                                             定価¥17,500(税抜) 

                           
                            

– 初めてのオールウェザー向け/柔軟・クッション性モデル-   

  短距離用   ※ジュニアアスリートクラス推奨 

ジオスプリント4 – 反発性×グリップ性重視/つま先接地向け -   
  短距離用   ※ジュニアアスリートクラス推奨 

  
 

            

                                                     オールウェザートラック専用/100～400m・ハードル用/スパイクピン8mm・固定式7mm          2018年12月発売    
                                                                                                                                                     

                           
                            

  
 

            

                                                           ■販売価格￥16,500(税抜) 
                                                             定価¥20,500(税抜) 

                           
                            

         ブルー×ホワイト×オレンジ                グリーン×ブラック 
    サイズ22.0～29.0cm                  サイズ23.0～28.5cm        

  
   
  

ジオスプラッシュ7   

            

                                                     オールウェザートラック専用/800～10,000m、3000SC用/スパイクピン7mm・固定式2.5mm        2019年2月発売    

                                                                                                                                                     

                           
                            

  – 中・長距離専用モデル -   
 中・長距離用  ※ジュニアアスリートクラス推奨 

  
 

            

                                                           ■販売価格￥15,500(税抜) 
                                                              定価¥18,500(税抜) 

                           
                            

商品名 
必須購入クラス 

エンジョイ チャレンジ アスリート 

スパイクシューズ ●  ▲  

ランニングシューズ ★  ★ ★  

※各種シューズは商品数に限りがございます。  

    欠品の場合はご了承ください。  

 

 

 

 

 

  

スピードガイド2  

  
 

             

                                                        ■販売価格￥4,700(税抜) 
                                                              定価¥5,400(税抜) 

                           
                            

                                           

2019年1月発売 

  ブラック×ホワイト              イエロー×ブラック               コーラルレッド×ブラック 

    サイズ21.0～25.0cm                        サイズ21.0～25.0cm                             サイズ21.0～25.0cm 

  

 

 

 

 

 

  

  – 耐耗性アウトラバー仕様-   
  ※チャレンジ・ジュニアアスリートクラス推奨 



スクールグッズ 

●：必須購入 ★：クラブ推奨 ▲：自由購入 

8．スパイクシューズ 

  

                                              

フィールドジオ HJ-B / HJ-BR 

  
 

          

   

                                                     オールウェザーフィールド専用/走高跳専用/スパイクピン9mm     

                                                                                                                                                     

                           
                            

  
 

            

                                                           ■販売価格￥19,000(税抜) 
                                                             定価¥24,000(税抜) 

                       
                           

フィールドジオ LJ-B     
                            

– 走幅跳専用モデル -   
※ジュニアアスリートクラス推奨 

フィールドジオ AJ-B – 跳躍専用モデル -   
  ※ジュニアアスリートクラス推奨 

  
 

            

                                                     オールウェザーフィールド専用/跳躍専用/スパイクピン9mm              
                                                                                                                                                     

                           
                            

  
 

  

                                                           ■販売価格￥19,000(税抜) 
                                                             定価¥24,000(税抜) 

                           
                            

フィールドジオ RD-B   

            

                                                     オールウェザーフィールド専用/スローイング（投てき）専用    

                                                                                                                                                     

                           
                            

  – スローイング（投てき)専用モデル -   
 ※ジュニアアスリートクラス推奨 

  
 

            

                                                           ■販売価格￥15,000(税抜) 
                                                             定価¥18,000(税抜) 

                           
                            

                                                 

発売済み 

  

                                                                                             

                                                                                           

      ■販売価格￥19,000(税抜) 
        定価¥24,000(税抜) 

商品名 
必須購入クラス 

エンジョイ チャレンジ アスリート 

スパイクシューズ ●  ▲  

ランニングシューズ ★  ★ ★  

  
 

            

                                                     オールウェザーフィールド専用 / 走幅跳専用 / スパイクピン9mm       

                                                                                                                                                                       

– 走高跳専用モデル -   
※ジュニアアスリートクラス推奨                                            

2019年1月発売 

                                       

発売済み 

                         

     【右足踏切用】                                        

  
  

  ブルー×ホワイト                       

     サイズ24.0～29.0cm                                        

  
  

                         

      【通常用】                                        

  
  

  ブルー×ホワイト                       

     サイズ23.0～29.0cm                                        

  
  

       ブルー×ホワイト                       

     サイズ24.0～29.0 / 30.0cm                                        

  
  

                                           

2019年1月発売 

※各種シューズは商品数に限りがございます。  

    欠品の場合はご了承ください。  

 

 

 

 

 

  

         ブルー×ホワイト                                
  サイズ23.0～29.0cm    

  
  
  

※注意事項 

納品後にサイズが合わない場合は交換可能ですが、
汚れがあったり、タグを切ると交換できません。 

なるべく交換のないようにお願いいたします。 

 
 



スクールグッズ（サイズ表） 

≪注意事項≫ 
◆各グッズのサイズをお確かめ下さい。 サイズ交換の無いようにお願いいたします。 
◆ スパイクシューズ、ランニングシューズは市販品のため品切れの場合がございます。 
  また、お手元に届いてから試し履きし、サイズが合わない場合は交換できます。 
 （ただし汚れがあったり、タグなどを切ると交換できません。） 

◆ ユニフォーム、スクールTシャツ、ウインドブレーカー、ロングタイツは完全受注生産につき、 
  ご注文から1ヶ月半ほど日数を要します。 
  また、返品・サイズ交換はできませんのでご了承ください。 
◆その他グッズも日数をいただく場合がございますのでご了承ください。 

■スクールジャージ・ハーフパンツ  

■各校スクールTシャツ 

■各校スクールユニフォーム 

■スクールウインドブレーカー 

サイズ 120 130 140 150 160 S M L 

身長（cm） 115-125 125-135 135-145 145-155 155-165 162-168 167-173 172-178 

胸囲cm） 57-63 61-57 65-72 70-78 76-84 83-89 89-95 93-99 

ウエスト（cm） 51-57 53-59 53-59 56-63 58-66 71-77 75-81 79-85 

サイズ 130 140 150 SS S M L LL 

身長（cm） 128-133 135-140 148-153 155-160 155-160 165-175 175-185 175-185 

身丈（cm） 52 56 59 62 65 68 71 74 

サイズ 130 140 150 XS S M L XL 

身長（cm） 125-135 135-145 145-155 157-163 162-168 167-173 172-178 177-183 

胸囲（cm） 61-67 65-72 70-78 81-87 85-91 89-95 93-99 97-103 

ウエスト（cm） 53-59 54-62 58-66 67-73 71-77 75-81 79-82 83-89 

サイズ 130 140 150 

身長（cm） 125-135 135-145 145-155 

胸囲（cm） 61-67 65-72 70-78 

ウエスト（cm） 53-59 54-62 58-66 

サイズ XS S M L XL 2XL 

身長（cm） 147-153 152-158 157-163 162-168 167-173 172-178 

胸囲（cm） 75-79 78-82 81-85 84-88 87-91 90-94 

ウエスト（cm） 56-60 59-63 62-66 65-69 68-72 71-75 

サイズ XS S M L XL 2XL 

身長（cm） 157-163 162-168 167-173 172-178 177-183 182-188 

胸囲（cm） 81-87 85-91 89-95 93-99 97-103 101-107 

ウエスト（cm） 67-73 71-77 75-81 79-82 83-89 87-93 

ジュニア 

メンズ 

レディース 

※スクールユニフォームは、サイズ表よりも小さめにできて 
   いますので、ワンサイズ～ツーサイズ上をおすすめします。  


