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兵庫フットボールクラブ
代表 永濱 和紀
監督 永濱 秀人

2019年度 兵庫フットボールクラブ(U-15)
新入団選手 募集のご案内
拝啓 秋冷の侯 皆様におかれましては益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は本クラブの活動にご理解、ご協力を賜り誠にありがとうございます。
お陰様で、本クラブは1985年の創立から33年目を迎えることができました。
様々な地域のクラブ、サッカー関係者、保護者の皆様。そして、子供たち。その他多くの方に、この場を借りて、御礼
申し上げます。
更なるクラブの発展と、微力ではありますが兵庫県のサッカー文化の発展、人材の育成に貢献できる様に努めたい
と考えています。
あまり知られていないかもしれませんが、兵庫FCは少年(U-12)、ジュニアユース(U-15)ともに、セレクションやスカウト
活動を一切行わずにこれまでやってきました。
※セレクションは行いませんが、練習に参加して頂き、選手の評価は正直に伝えさせて頂きます。
我々がセレクションを行わない理由は、ただ一つ。
それは、すべての子供たちが大きな可能性を秘めている。 という信念からです。
競技歴が短い。所属していたチームが弱かった。トレセン歴がない。それらはここでは一切、関係ありません。
セレクションを受けるモチベーションの高い選手や保護者の方。ある程度のレベルや、身体的に優れた選手だけを
数多く集めるチーム。
これを否定するつもりは全くありません。様々な考え方や目的があり、ニーズがあって当然です。
ただ、わずか１２歳という年齢の子供たちです。成長のスピードも違いますし、数回程度のプレーを見ただけでは、そ
の子供たちの未来や将来性の全てを判断できるはずもありません。何より子供たちが秘めた可能性やエネルギーと
いうものはまだまだ引き出されていないはずです。
ですから、我々が子供を選ぶのではなく、子供たちに兵庫FCを選んでもらえるクラブであり続けようと考えています。
実際に、兵庫FCはセレクションを一切行わずに公式戦を戦い、セレクションで選考された選手で構成されたチーム
を相手に勝利と成果をあげ、個人の育成とチームの強化を両立させています。
※ 2016年度 ルーキーリーグ兵庫県1部 優勝 ※ヤマトタケルリーグ(関西リーグ)に昇格。
※ 2018年度 第20回兵庫県中学生（U-13）サッカ－選手権大会 優勝

ジュニアユース年代からは、コート、ボールのサイズが大人と同じ大きさに変わります。
初めてサッカーという競技が始まる年代とも言えるでしょう。少年サッカーで積み上げたものの全てが、うまく反映され
るされるまでに時間がかかる事でしょう。
一つのストーリーとて考えたときに、少年サッカー時代は序章。ジュニアユース年代から第一章が始まると考えること
もできます。ジュニアユース年代では、身体的にも、精神的にも一番、変化がある時期。多感な時期に過ごす３年間
の中で、様々なことを経験し、人間としての土台を築き上げることで、その後の高校生年代や大学生年代。社会に出
た後も、立派に自主自立を果たした人間に成長できると考えています。

その成果の一つとして、毎年、多くの選手が全国レベルの名門高校に必要とされ、サッカー特待生にて進学を果た
しています。

33年という歴史を支えてくれたOB諸君、様々なチームや指導者の方との交流のおかげで、サッカーでの進路を希
望される方においては、協力出来ることがたくさんあります。
※全国トップレベルの高校へ毎年、数多くの選手が特待生として進学しています。
※主な進路先が知りたい方は、練習会参加時にお問い合わせください。

また、我々はサッカーだけを頑張っていれば、後のことはないがしろにしてもいい。という考えは持っていません。
※県内公立(進学校多数)、県内私学高校(サッカー推薦多数)へも進学します。

まずは、中学生として勉学(学校生活と成績)と規律ある家庭生活。これを優先した上でのサッカーだと我々は考えて
います。
学校での成績に対しても、ボーダーラインを設定し、このボーダーラインをあまりにも下回るようなら、休部して頂き、
勉学に励んで頂きます。
2017年度より、新たな取り組みとしてPNFC TEC様のご協力を頂き、兵庫県下では伊丹FCと兵庫FCのみの特別な
トレーニングメニューを提案して頂いています。トレーニング内容は、練習会にご参加頂ければ体験可能です。
トレーニングや身体作りの概念を覆される体験が出来るかと思います。
平日の練習や、週末の活動においては、選手の移動、保護者様の送迎の負担を減らすために、出来る限りではあり
ますが、クラブが送迎車を出しています。
※送迎ルートについては、練習会参加時にお問い合わせください。
練習会場は日岡山公園グランド(加古川市、人工芝)と、すずらんフットサルパーク(神戸市北区、人工芝)、三木防災
公園(三木市、人工芝)です。
所属選手の地域は様々で、東播地区、神戸市西区、北区の選手を中心に、灘、西宮、三木、明石、姫路、御津、龍
野、西脇などの地域からも参加してくれています。
また、それぞれの家庭環境や、土日のみの参加などのイレギュラーな問題にも協力できる準備がありますので、お気
軽にご相談ください。
※女子選手も所属可能です。
技能次第では、諸経費が免除される特待生制度(２段階レベル)も設けています。
本クラブの活動に興味をお持ちの方は是非とも一度、練習会にご参加ください。
練習に参加して頂くことによって、形式だけのセレクションではなく、学年や年齢の近い中学生のレベルを肌で感じ、
チームの練習内容や考え方。現時点での自分の本当の実力。競技というモチベーションでサッカーに取り組む中で、
真剣勝負を楽しみ、サッカーを通して自分自身を鍛える中学生の姿を肌で感じて頂ければと思います。。
詳しい活動内容や、クラブ概要、諸経費、送迎、特待生制度(会費免除など)についての質問等は、練習会参加時に
お問い合わせください。
練習会に参加希望される方は別紙、体験練習会申し込み用紙に、必要事項をご記入の上、兵庫ＦＣジュニアユース
事務局までメール、ＦＡＸ、または郵送にてお申し込み下さい。
熱意では負けない。向上心がある。サッカーが好きだという気持ち。高いレベルで勝負を楽しみたい。そういった熱
い選手を待っています。
まだ見ぬ、大いなる可能性を秘めた子供たちとの出会いを楽しみにしています。
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サッカー関係者各位
この度、本クラブでは、2019年度の選手募集にあたり、体験練習会とクラブ説明会を下記の通り開催いたします。
入団を希望される選手がおられましたら、ご参加頂きますようお願い申し上げます。
敬具

1．対象者
① 2019年度 新中学１年生 (現 小学6年生)
② 兵庫ＦＣに選手登録し、常に向上心を持って取り組み続けることができる人材。

2．募集人員
20名程度

3．体験練習会日程
① 日岡山公園 人工芝グラウンド (〒675-0061 加古川市加古川町大野)
2018年 毎月～

毎週 金曜日

練習時間は、17：00～19：30です。

(ナイター完備)

※会場が三木防災公園に変更することもあります。
※会場が三木防災公園の際は、18:00～20:00

② すずらんフットサルパーク 人工芝グラウンド (〒651-1101 神戸市北区山田町小部字妙賀山8-1)
2018年 毎月～

毎週 火、木曜日

練習時間は、18：30～20：30です。

(ナイター完備)

※参加可能な日程を、受け付け完了後に、お知らせ下さい。
※複数回参加されても、参加費等はいりません。

4．体験練習会内容
兵庫ＦＣジュニアユースの練習に参加していただきます。（ウォーミングアップ、基礎練習、試合形式等）

5．体験練習会時の諸注意
① 両会場ともに人工芝グランドのため基本的には雨天決行です。※中止の場合は、こちらからご連絡いたします。
② 怪我、負傷については一切の責任を負いません。予めご了承ください。

6．クラブ説明会日程
日岡山公園体育館内 会議室 (〒675-0061 加古川市加古川町大野)
12月16日(日) ※開催予定
※説明会への参加を希望される方は、必ず一度は体験練習会へ参加して下さい。

7．お申し込み方法
① 別添申込用紙に必要事項をご明記の上、メール(FAX、郵送も可)にてお申し込み下さい。
(申込用紙を受け取り次第、折り返しメールにて受付完了のお知らせを致します。必ず受信できるメールアドレスを記載してください)

② 応募締め切りは参加日の前日、13:00です。参加前日、16:00までに受付完了のお知らせがない場合は
お手数ですが、担当(永濱)までご連絡下さい。
③ FAXには送付書は不要ですので、申込用紙のみを送付ください。

8．お問い合わせ先
兵庫フットボールクラブ ジュニアユース事務局
担当 ： 永濱(ナガハマ)
携帯 090-9040-7300
メール

jyhyogo.fc@gmail.com
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クラブ概要

1．正式名称
兵庫フットボールクラブ

2．設立年月
1985年4月。

3．指導方針
① 身体能力の向上

・・・

2017年より、PNFC TECのサポートを受けています。
神経回路、呼吸器、循環器系(心肺機能含む)の向上。

② 個人戦術の向上

・・・

基本原則(攻、守)、神経系統の再構築(自由自在なボールコントロール)。
対人能力(駆け引き)の向上、的確な状況判断力の向上。

③ 勝利を目指す思考力

・・・

個人、チームとして現状に満足せずに高い意識で取り組み続ける。
常にチャレンジすることを忘れない。

④ 自主自立

・・・

挨拶(礼儀、コミュニケーション)、物の管理(整理整頓)。
時間の管理(自主練習)、家庭生活、学校生活(勉学、塾)の充実。

4．諸経費、公式用具
① 諸費用
内容

金額

納付時期

備考

入会金

10,800円

4月分の会費と一緒に

次年度からは年会費

月会費

10,800円

翌月会費を月末までに

遠征費

当日徴収 ※宿泊時は前納の場合あり

参加費として

備考

※特待生制度あり。条件あり。

② 公式用具（必ず必要な物）
品名

金額

内容

ユニホーム一式(正)あ

約 15,000円

上着(青)、短パン(青)、ソックス(青)

ユニホーム一式(サブ)

約 15,000円

上着(白)、短パン(白)、ソックス(白)

ジャージ上下

約 28,000円

上着(プルオーバー）＆（ファスナー)、パンツ(青)

ハーフパンツ

約 6,500円

パンツ(黒)

ピステ上下

約 10,000円

上着(未定)、パンツ(未定)

練習着

約 4,500円

上着(黒)

カバン

約 9,000円

リュック(黒)

ボール

約 3,800円

白ベースに青

ポロシャツ

約 6,000円

黄色

※上着2着

※夏頃発注

※公式用具には、兵庫ＦＣのネーム入り。
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5．平日の活動日時、会場、送迎
① 加古川スクール
1) 活動日時、会場
曜日

練習時間

練習会場

火曜日

18:00～20:30

すずらんフットサルパーク 人工芝グラウンド

水曜日

17:00～19:30

金曜日

17:00～19:30

日岡山公園 人工芝グラウンド
(〒675-0061 加古川市加古川町大野)
or 三木防災公園

2) 送迎
加古川駅から送迎車が運行。
② 神戸スクール
1) 活動日時、会場
曜日

練習時間

練習会場

火曜日

18:30～20:30

木曜日

18:30～20:30

すずらんフットサルパーク 人工芝グラウンド
(〒651-1101 神戸市北区山田町小部字妙賀山8-1)

金曜日

17:45～19:30

日岡山公園 人工芝グラウンド or 三木防災公園

2) 送迎
神戸市西区(樫野台、西神、西神南、学園都市)、北区を送迎車が運行。
※送迎コース、バス停留所、送迎時間などの詳細はクラブ説明会にてご確認下さい。
※勉強にも励んで欲しいと考えています。週に２回程、練習に参加できるスケジュールを組んでください。
※試験前、試験中などは試験休みを取って、勉強に専念していただきます。

6．土日祝日、長期休暇の活動日時、会場、送迎
① 活動内容、会場
1) サッカー協会主催の全ての公式戦への参加。
2) 県内、県外での招待大会への参加。
3) 県内、県外での練習試合、練習。
4) 長期休暇時は、県内、県外への遠征、合宿あり。

② 送迎
基本的には送迎バスを運行。
※ 詳細はクラブ説明会にてご確認下さい。

7．過去の戦績
全国

全日本クラブユース選手権(U-15)

優勝(日本一)

1回

関西

関西クラブユース選手権(U-15)

優勝

2回

5位

1回

優勝

1回

準優勝

3回

3位

3回

兵庫県クラブユース新人戦(U-14)

優勝

1回

兵庫県クラブリーグ

優勝

14回

兵庫県

兵庫県クラブユース選手権(U-15)

※ 地区大会でも多くの栄冠に輝いていますが省略いたします。

P.3

8．主な進路先、OB
① 主な進路先
1) 県外 (スポーツ推薦、特待生としても)
立正大学淞南(島根)、瀬戸内(広島)、四日市中央工業(三重)、作陽、学芸館(岡山)、履正社(大阪)、興国(大阪)、etc…
2) 県内 (私学、公立)
滝川第二、関西学院、報徳学園、神戸国際、神戸弘陵、長田、星陵、北須磨、友が丘、加古川東、加古川西、加古川北、etc…

3) Jクラブの下部組織
ヴィッセル神戸ユース、ガンバ大阪ユース、セレッソ大阪ユース
② OB
クラブ創立から33年の月日が経ちました。兵庫ＦＣの多くのOBが多方面で活躍。
Jリーガー（現役も）、サッカーの指導者、教員、経営者、会社員など様々。

9. チーム紹介
① チーム紹介

U-15

2009年度から開催されている、兵庫県トップリーグ（※①）において開催年度から県1部リーグに所属(東播で唯一)。
2013年度に2部に降格するも、翌2014年度に、県トップリーグ2部Aで無敗優勝し、2015年度から即県1部に復帰。
※①

2016年度より、3部は解消。1部12チーム、2部27チームに振り分けられ、その順位によって毎年所属カテゴリーが変動するリーグ戦。

また、高円宮杯兵庫県選手権のシード権も与えられる。

2018年度 兵庫県トップリーグ1部 6位(12チーム中) 2019年度も県1部参戦決定。

U-13

U-13のチームは、東播地区では初めて、2010年度Jリーグヤマトタケルリーグ(U-13関西リーグ)（※②）にも参戦。
※②

関西のJクラブ、関西の主要クラブが参加。

2016年度 兵庫県ルーキーリーグ1部優勝。ヤマトタケルリーグ参入戦にも勝利。
2019年度は兵庫県ルーキーリーグ(U-13県1部)に所属予定。

トレセン

東播、県、関西、ナショナルトレセン。エリートプログラム(年代別、日本代表)へも選手を派遣。

② スタッフ紹介
クラブ代表

永濱 和紀 (ナガハマ カズノリ)

1985年 兵庫フットボールクラブ設立

ジュニアユース 監督

永濱 秀人 (ナガハマ シュウト)

大阪商業大学卒 2006年 大阪商業大学サッカー部コーチ就任
2009年 兵庫フットボールクラブ ジュニアユース監督就任
2017年 バンディオンセ加古川 トップチームコーチ就任(兼任)

ジュニアユース コーチ

秀村 和洋 (ヒデムラ カズヒロ)

兵庫ＦＣ創立時スタッフ 2009年 兵庫フットボールクラブ ジュニアユースのコーチとして再招聘

ジュニアユース U-13 コーチ 山田 実 (ヤマダ ミノル)
兵庫ＦＣスクール ボーイズのコーチを歴任 ＧＫコーチも兼任
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2019年度
兵庫フットボールクラブ U-15 体験練習会、説明会 申込用紙
フリガナ

生年月日(西暦)

氏名

年

〒

月

日

－

住所

電話番号 （自宅）

ＦＡＸ番号 （自宅）

緊急連絡先 ①
（続柄）

緊急連絡先 ②
（続柄）
※少し大きめに、ハッキリと書いて頂けると助かります。 ※携帯でも構いませんが、必ず受信できるように設定を変更しておいてください。

メールアドレス

現所属チーム

小学校

学校名
身長

ｃｍ

サッカー歴

体重

0050ｍ走タイム
1500m走タイム

無 ・ 有

（

ｋｇ

ポジション
(具体的に)

年

利き足
選抜歴

中学校

進学予定中学校

） 選抜

分
分

秒
秒

スポーツ歴
（サッカー以外）

備考
（疾患、持病など）

練習会参加希望日
いずれかの会場に
○を付けて下さい。

日岡山会場
(
)

毎週金曜日
17:00～19:30
※日程詳細は、受け付け完了後にご相談させて頂きます。

すずらんフットサル
パーク会場

毎週火、木曜日
18:30～20:30
※日程詳細は、受け付け完了後にご相談させて頂きます。

(
説明会参加希望日

)

日岡山体育館
会議室

(

12月16日(日)
19:30～ ※開催予定

)

保護者氏名／捺印

印

※ 保護者の氏名／捺印のない申込用紙は受付できませんので、予めご了承下さい。
※ 頂いた個人情報は、第３者に開示するものではありません。
※ 体験練習会、説明会実施日に参加できない場合は、備考欄にご記入下さい。日程調整後、対応いたします。
※ 本紙(FAXの場合は原本を。郵送の場合は原本かコピーを)は必ず保管しておいてください。

送付先

兵庫フットボールクラブ ジュニアユース事務局

〒675-0067
兵庫県 加古川市 加古川町 河原 354-2
ＴＥＬ ： 079-425-6380

ＦＡＸ ： 079-422-9509

e-mail ： jyhyogo.fc@gmail.com
ＨＰ ： http://www.hyogo-fc.com/
担当 ： 永濱(携帯)09-9040-7300

※任意
※任意

