
新潟アルビレックスランニングクラブ 
 
ジュニア陸上スクール  
2020年度スクールグッズ・オフィシャルグッズのご案内 



1 

●：入会時必須購入 

●：入会時必須購入 ◆：希望購入 

■ランニングキャップ  

¥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8ページのサイズ表をご確認ください 
※スクールTシャツは受注発注品のため、注文からお渡しまでに約1ケ月半を要します 
  予めご了承ください 
※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 

新潟中央校  新潟南校  小千谷校  

■スクールTシャツ 
¥4,000(税抜） 
[サイズ] 130～150㎝ / SS～LL  

県央校  県北校  新潟校  

■スクールジャージ上下セット ■スクールハーフパンツ 

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

¥12,000(税抜） ¥4,000(税抜） 

スクールグッズ 

商品名 
必須購入クラス 

U-8 
(小1～2年) 

U-10 
(小3～4年) 

U-12 
(小5～6年) 

U-15 
(中1～3年) 

 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 ● ● ● ● 

商品名 
必須購入クラス 

U-8 
(小1～2年) 

U-10 
(小3～4年) 

U-12 
(小5～6年) 

U-15   
(中1～3年) 

 ランニングキャップ ● ● ● ◆ 
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スクールグッズ 

●：入会時必須購入 ★秋必須購入  ◆：希望購入 

¥12,000(税抜）  

■スクールユニフォーム上下セット  

新潟校 
 
  

新潟中央校 
 
  

県北校 
 
  

新潟南校 
 
  

県央校 
 
  

小千谷校 
 
  

商品名 
必須購入クラス 

U-8 
(小1～2年) 

U-10 
(小3～4年) 

U-12 
(小5～6年) 

U-15 
(中1～3年) 

 スクールユニフォーム上下セット ● 

 ウインドブレーカー上下セット ◆ ◆ ◆ ★ 

 ロングタイツ ◆ ★ 

 ショートタイツ ◆ ◆ 

¥21,000(税抜） 

 

■ウインドブレーカー上下セット 

[サイズ] 130～150㎝ / XS～2XL  

 

■ロングタイツ 

¥9,500(税抜） 
[サイズ] XS～2XL  

■ショートタイツ 
¥6,500(税抜） 
[サイズ] XS～2XL 
[丈] 12cm  

※下記ショートタイツのみ、 
  ユニフォームの下に 
    着用可能 

※各種サイズは8ページのサイズ表をご確認ください 
※上記商品全て受注発注品のため、注文からお渡しまでに約1ケ月半を要します 
  予めご了承ください 
※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 

※U-12クラスは試合で着用します    

[サイズ] 130～150㎝ / XS～2XL 上下別サイズ選択可/ 小さめにできているため、1～2サイズ上を選択ください   



 
[サイズ] W46×H32×D14cm 
[容量］14L 
 
 
    

スクールグッズ  
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    1. なわとび 
     ファーストジャンプ  ジュニア用 

[カラー] ブルー・ピンク 
[グリップ長さ] 30cm 
[ロープ長さ] 全長2.5m  
 
 
  
    

[サイズ] ジュニアフリー    [サイズ]ジュニアフリー  

2. アクセサリー①   

 4. バッグ 

 ■RCウインターパック ¥6,000（税抜）   ※ 2020年度 U-8～U-12クラス秋必須購入品です  

     各1～4をA・Bどちらか選択してください                      
                       

★秋必須購入   

商品名 
必須購入クラス 

U-8 
(小1～2年) 

U-10 
(小3～4年) 

U-12 
(小5～6年) 

U-15 
(中1～3年) 

RCウインターパック ★ ★ ★ 

3. アクセサリー② 

  

 
[サイズ] W42×H53cm 
    
 
 
    

[特徴］ 
・軽量で握りやすさを考えた 
  スポーツグリップ 
・汗をかいてもすべりにくい 
・持ちやすく疲れにくい 
・回す感覚をつけるおもりを採用 
・軽すぎずコントロールしやすい 
・簡単に長さを調整可能 
    

※忘れ物防止のため、 
  学校用と使い分けて 
  ご使用ください 

    【A ブルー】      【B ピンク】 

【A】ニット手袋         【B】フリース手袋 
[サイズ] フリー       [サイズ]フリー  

【A】 ニットキャップ  【B】 ネックウォーマー 

【A】トートバッグ                       【B】ナップサック 

※冬季は内履きや 
  なわとび入れ、 
   シーズン中はレース   
  の移動に便利です 
 
 
 
  
    



※各種サイズは8ページのサイズ表をご確認ください  

オフィシャルグッズ 

商品名 
必須購入クラス 

U-8      
 (小1～2年) 

U-10        
(小3～4年) 

U-12              
(小5～6年) 

U-15      
(中1～3年) 

ベンチコート 

◆全クラス希望購入 
ジップアップパーカー 

バイオギアシャツ 

ロングTシャツ 

■フェイスタオル ¥1,500(税抜） 
[サイズ] W80×H34cm 
[素 材] 綿100%  ジャガード織 
             

■スポーツタオル ¥1,800(税抜） 
[サイズ] W110×H40cm 
[素 材］ 綿100%  ジャガード織 
              

■マフラータオル ¥1,200(税抜） 
[サイズ] W110×H20cm 
[素   材] 綿100%  ジャガード織  
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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 

 [カラー] ネイビー 
 [素材] ポリエステル100% 
 ※販売期間8月～3月  

[サイズ] GF/Jr.F/F/XL 

 ■ベンチコート 
¥8,000(税抜） 

■ロングTシャツ 
¥4,300(税抜） 

[サイズ] 140～150cm/SS～LL 
[素材] ポリエステル100% 

■ジップアップパーカー 
¥4,700(税抜） 
[サイズ] 130～150cm/WM(XS)～XL 
[素材]  綿90%・ポリエステル10%  

  ●ベンチコート・ジップアップパーカー 
   ワッペン拡大 

商品名 
必須購入クラス 

U-8 
(小1～2年) 

U-10 
(小3～4年) 

U-12 
(小5～6年) 

U-15 
(中1～3年) 

 マフラータオル 

◆全クラス希望購入  フェイスタオル 

 スポーツタオル 

■バイオギアシャツ 
¥4,500(税抜） 
[サイズ] 130～160cm/S～2XL 
[カラー] ブラック 
[素材] ポリエステル84% 
          ポリウレタン16% ※フード付のため、スクール 

  活動中の着用はできません 

※全て日本製・今治タオル 



          ブラック×シルバー        ブルー×シルバー×ブラック       イエロー×ブルー       レッド×ゴールド×ブラック 
     

 

ランニングシューズ 
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特別価格￥3,400(税抜)   定価¥3,900(税抜)  【サイズ 18.0～23.0cm】 

                          
                            

 ■スピードスタッズベルト   – ベルトタイプが登場！走り初めに -                                    

                                

U-8クラス（小1～2年）推奨シューズ                                   
                            

特別価格￥3,700(税抜)  定価¥4,200(税抜)   【サイズ19.0～24.0cm】 

 

                                                                                                               

  

 ■マルチファイター     – 脱履きしやすい ベルトタイプ・通学から運動までマルチに活躍 -                                    

                               

  ブラック×ホワイト×ライトグリーン      パープル×シルバー×コーラル       イエロー×ブラック×ターコイズ   

   
  

                     イエロー×ブルー                              レッド×ホワイト                              レッド×ゴールド 
  

  
  
  

                   ブラック×シルバー                            ネイビー×ミント                           ブルー×ホワイト 
                      

  
  
  

特別価格￥3,400(税抜)  定価¥3,900(税抜)   【サイズ 21.0～25.0cm】 

                                                                                                               

  

 ■スピードスタッズ     – もっと速く走りたいキミを応援  -                                    

                              

●：入会時必須購入 ◎：クラブ推奨    ※未購入者のみ  

商品名 
必須購入クラス 

U-8 
(小1～2年) 

U-10 
(小3～4年) 

U-12 
(小5～6年) 

U-15 
(中1～3年) 

スパイクシューズ   ● ※● 

ランニングシューズ ◎  ◎ ◎ ◎ 

U-10クラス（小3～4年）推奨シューズ                                   
                            

          ブラック×シルバー        ブルー×シルバー×ブラック       イエロー×ブルー       レッド×ゴールド×ブラック 
    

 

 ■スピードスタッズベルト   – ベルトタイプが登場！走り初めに -                                    

                              特別価格￥3,400(税抜)   定価¥3,900(税抜)  【サイズ 18.0～23.0cm】 

                           
                            



スパイク・ランニングシューズ 
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                    イエロー×ブルー                              レッド×ホワイト                              レッド×ゴールド 
       

  
  
  

                   ブラック×シルバー                            ネイビー×ミント                           ブルー×ホワイト 
       

  
  
  

                         特別価格￥3,400(税抜)  定価¥3,900(税抜)  【サイズ  21.0～25.0cm】  

                                                                                                               

  

 ■スピードスタッズ     – もっと速く走りたいキミを応援  -                                    

                              

特別価格￥9,400(税抜)   定価¥10,000(税抜) / ピン¥750(税抜) ※オールウェザー7mmピン付 
                            

 ■ブレイブウイングFX   – 走り初めにのスパイクに、オールラウンドモデル -                                    

                             

ホワイト×レット×ネイビー               レッド×ホワイト           ホワイト×ブラック×ピンク 
サイズ21.0～29.0cm                   サイズ22.0～28.5cm                  サイズ21.0～25.5cm 

  

   ブラック×ゴールド×シルバー    ブラック×イエロー×レッド      ブルー×ホワイト×イエロー  イエロー×ブラック×アクアブルー 

     

  

 

                         特別価格￥4,300(税抜)  定価¥4,900(税抜) 【サイズ 21.0～25.0cm】 

                                                                                                               

  

 ■スピードマッハ     – 陸上スパイクを踏襲したジュニアモデル  -                                    

                             

U-12クラス（小5～6年）必須購入スパイク・推奨シューズ                                  
                            

【スパイク・ランニングシューズ注意事項】 

1. スパイクシューズは小さめにできているため、 
    今履いているシューズサイズ+1.0～1.5cmを目安にご購入ください。 

2. 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。 



スパイクシューズ 
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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        

                                                                                                                                                     

                           
                            

    ホワイト×レッド×ネイビー                   

         サイズ22.5～28.0cm                                                

  
  

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         
                                                                                                                                                     

                           
                            

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          

                                                                                                                                                     

                           
                            

         ホワイト×レッド×ネイビー                ピンク×ホワイト×ブラック 
    サイズ22.0～29.0cm                   サイズ23.0～28.0cm        

  
   
  

  ホワイト×レッド×ネイビー               ピンク×ホワイト×ブラック               

         サイズ23.0～29.0cm                          サイズ22.0～28.0cm                              

  
  

U-15クラス（中1～3年）必須購入スパイク                                  
                            

特別価格￥9,400(税抜)   定価¥10,000(税抜) / ピン¥750(税抜) ※オールウェザー7mmピン付 
                            

 ■ブレイブウイングFX   – 走り初めにのスパイクに、オールラウンドモデル -                                    

                             

ホワイト×レット×ネイビー               レッド×ホワイト           ホワイト×ブラック×ピンク 
サイズ21.0～29.0cm                   サイズ22.0～28.5cm                  サイズ21.0～25.5cm 

  

 ■ジオバーサスFX【短距離用】  – 初めてのオールウェザー向け/柔軟・クッション性モデル -                                    

                             特別価格￥14,500(税抜)   定価¥17,500(税抜)  
                            

 ■ジオスプリント4【短距離用】   – 反発性×グリップ性重視 / つまさき接地向け -                              

                             特別価格￥15,500(税抜)   定価¥18,500(税抜)  
                            

 ■ジオスパートLD【中・長距離用】   – フィット性とグリップ力を追求 -                                

                             特別価格￥16,500(税抜)   定価¥20,500(税抜)  
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サイズ表 

※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。 
 

 

■スクールジャージ・ハーフパンツ  

■スクールTシャツ・ロングＴシャツ 

■スクールユニフォーム 

■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、1～2サイズ上をおすすめします。  

サイズ GF Jr.F F XL 

身丈（cm） 100 104 110 116 

身幅（cm） 52 56 65 71 

袖丈（cm） 61.5 54 64 64.5 

■ ショートタイツ（12cm）・ロングタイツ・バイオギアシャツ 

■ ジップアップパーカー 

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 79-85 83-89 87-93 

■ ベンチコート 

サイズ 130 140 150 WM（XS） S M L XL 

身丈（cm） 50 53 56 63 64 67 70 73 

身巾（cm） 38 40 43 45 47 50 53 56 

袖丈（cm） 47 51 55 58 61 62 63 63 


