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★キッズの出張サッカー教室★ 
幼稚園・保育園などの団体を対象に、サッカーボールやコーン・ 

ミニハードルなどを使用して、遊びの中からサッカーの楽しさを 

実感してもらう活動を行っています。お気軽にお申込み下さい。 

実施日：平日の午前中・約 60 分間・無料 

6/12 すずらん保育所  7/19 こでまり保育園 

★ジュニアチーム（小学校 4 年生～6 年生）の活動状況★ 
毎週火曜日・金曜日に札内川サッカー場で 17：15～18：45 の 90 分間のトレーニングと、週末の大会参加・トレ

ーニングが屋外での主活動になります。また、木曜日はサッカースクールの練習に希望者が自主参加しています。 

【スタッフ】 

監督：奥代重道（53 才）：清水東高校⇒教育大函館⇒帯広蹴球団 西少年団⇒陸別少年団⇒駒場少年団⇒帯広 FCJY 

コーチ：大竹口卓也 松島仁 渡辺雄一 

【メンバー】 6 年：6 名 5 年：8 名 4 年：5 名 合計 19 名で活動中です。 

【大会・交流会の結果】 

■全道少年 U-11 サッカー大会十勝地区予選 (7/7～8 十勝川河川敷サッカー場) 

予選リーグ 帯広フットボールクラブ 3-0 大樹少年団 帯広フットボールクラフﾞ 0-0 足寄少年団 

決勝トーナメント 1 回戦 帯広フットボールクラフﾞ 0-1 森の里少年団  

■北電カップ十勝地区予選 6/30日（土）十勝川河川敷サッカー場 

1回戦 帯広フットボールクラブ 0-5  SSJr 

■全日本少年サッカー大会十勝地区予選 5/12～13 十勝川サッカー場 

予選ﾘｰｸﾞ 帯広ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 0-1 新得少年団 帯広ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 0-0 本別少年団 帯広ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 1-0 幕別札内 

順位ﾘｰｸﾞ 帯広ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 0-1 豊成少年団 帯広ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 1-1 明和広陽少年団  

■フクハラ杯スプリングフェスタ  ５/３～4 日（木） 十勝川河川敷サッカー場 

１次予選リーグ J ブロック 帯広 FC ３-１ 東 FC（空知）帯広 FC ０-０ 音更ﾕﾆｵﾝ 

１位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ１回戦 帯広 FC １-３ 鳥取 FC（釧路）  

★サッカースクールの活動（年長～小学 6 年生）の活動状況★ 
ヨーロッパや南米で行われていた、ストリートサッカーを基に 1990 年グリーンパークでスタートしたサッカースク

ール「よつ葉」が原点です。5 月から 10 月までは、前期の活動として屋外で火曜・水曜・木曜・金曜に札内川サッカ

ー場で 16：00～17：10 の 70 分間コーディネーションＴＲ、ボールコントロール、ミニゲームなどを通して一人

一人のスキルアップと、サッカーの楽しさを実感してもらう活動を行っています。 

【担当コーチ】 

松島 仁(27 才)：帯広 FC 事務局 明星少年団⇒東海一高⇒清水エスパルス⇒ヴァンフォーレ甲府⇒とかちフェアスカイ 

大竹口 卓也（34 才）：プレイヤーズ店長 若葉少年団⇒帯 8 中⇒帯工高 指導：発寒サッカー少年団⇒帯広 FC 

稲富勝彦 (43 才)：ホームコンじゅく木野代表 北九州出身・帯広畜産大学⇒プレイヤーズ店長⇒ 

渡辺雄一 (18 才)：下音サッカー少年団⇒帯広ＦＣジュニアユース⇒帯北高 

【コース・会費など】 

入会金：5,000 円（初回入会時のみ・プラクティスシャツプレゼント） 年度会費：1,000 円（年度当初のみ） 

会費：１回コース 2,500 円  2 回コース 4,000 円   

3 回コース 5,500 円  4 回コース 7,000 円 

【その他の活動】 

■スクール・ジュニアチーム・ジュニアユース合同交流会 

7/28(土) 札内川Ｃグランド周辺 

9：30～11：00 

ジュニアユースの 1～2 年生、ジュニアチームと 

のゲーム・ミニゲームなどを行います。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

         

★ ジュニアユースチーム（中学年代）の活動状況★ 
1999 年に活動を開始し、今年が 9 年目のシーズンになります。 

身体的にも精神的にも成長の大きい中学年代で、ボールコントロールやゲームスキルなどサッカー全体のレベルアッ

プと共に、日々の活動や遠征などのチーム活動を通して社会性を持った人間としての成長を目指します。 

【活動日】火曜・木曜・土曜・日曜（平日は札内川河川敷、週末は大会参加や交流試合・練習などになります） 

【スタッフ】 

監督：成田喜幸 コーチ：松島仁 小原啓太 廣瀬美典 国友雄馬 

【今年度の活動】 

■茨城遠征 3/29～4/3 ひたちなか市 

■春の交流会 4/29～30 池田町利別川河川敷サッカー場 

参加チーム：札幌ジュニア・レアリッザーレ・ADEAM・R シュペルブ・ 

網走ジュニアユース・池中・新得中・浦幌中・帯広ＦＣ 

■クラブユース選手権道央ブロックリーグ（池田町・名寄市） 

5/19 対 プログレッソ十勝（0-0） 

5/20 対 名寄サッカークラブ（7-0） 対 網走ジュニアユース（10-0） 

6/9  対 Ｒ．シュペルブ（3-0） 6/10 対 コンサドーレ旭川（1-1） 

■クラブユース選手権北海道大会 

7/7（土）1 回戦 夕張平和運動公園 陸上競技場 

帯広フットボールクラブ 2（0-1 2-0）1 あつまスポーツクラブ 

 7/8（日）2 回戦 夕張平和運動公園 第 2 球技場 

帯広フットボールクラブ 0（0-2 0-2）4 ＳＳＳ 

■高円宮杯十勝地区予選 

予選リーグ 6/16～17 新得リバーサイドサッカー場 

対 西陵中学校（7-0） 対 幕別中学校（9-0） 対 川西中学校（6-0） 

決勝トーナメント 6/23～24 帯広の森サッカー場 

1 回戦 帯広フットボールクラブ 5（0-0 5-0）0 帯広第 3中学校 

2回戦      〃      4（0-0 4-0）0 帯広第 4中学校 

準決勝      〃      5（4-0 1-0）0 帯広第 5中学校 

決勝       〃      1（0-3 1-3）6 浦幌中学校 

※9/15から士別・で開催される全道大会へ出場します。 

■U-13 全道 8 人制サッカー選手権十勝地区予選 

帯広 FC の 6 名と川西中学校の 4 名の合同チームで参加しました。 

予選リーグ 7/7 帯広の森球技場 

 対 プログレッソ十勝（3-6） 対 下音更中学校（0-3） 

 対 広尾中学校（2-1）  

決勝トーナメント 7/8 帯広の森球技場 

1回戦 対 池田中学校・浦幌中学校（5-2） 準決勝 対 プログレッソ十勝（1-9） 

3位決定戦 対 音更中学校（1-3） ※第 4代表として 8/7～8に帯広で行われる全道大会に出場します。 

【今後の大会予定】 

7/28～31 川渕三郎杯  8/2～4 石屋製菓カップ  8/7～8 U-13 全道  8/19～ブロックカブス 

★中学生サッカースクール★ 
ジュニアユーススタッフ「廣瀬美典」が、少年や中学年代の指導を通して、中学年代に身につける必要のあるサッカ

ーの基本スキルと、中学年代で全体的に不足しているゲームスキル（判断・コミニュケーション）のレベルアップを

目指します。活動は、部活動に影響を与えないように、毎週土曜日夕方（16：00～18：00）十勝川河川敷・札内川

河川敷で実施しています。また、帯広 FC ジュニアユースと一緒にトレーニングを行う場合もあります。 

活動日 4 月下旬～11 月中旬  

参加費 年度会費 3,000 円（保険料・事務手数料）  回数券制（12 回分で 5,000 円） 

★社会人サッカースクール★ 
ジュニアやジュニアユースの基本トレーニングを参考に、初心者から経験者まで、楽しみながらスキルアップを実感

できるメニューを中心にスモールゲームを交えて、1 日約 100 分間を週 1 回体育館で実施しています。 

【活動日】 4 月中旬～10 月末 毎週土曜日 体育館 

【参加費など】15,000 円/全期間（3,000 円/1 ヶ月） 2,000 円/年度会費（保険料など） 3,000 円/入会金 

JY 後援会の協力を頂き、ホーム(GRN)
ユニフォームを新しくしました。 

クラブ選手権全道では、優勝した SSSに試合
を支配され 0対 4で敗れてしまいました。 

8人制の1年生大会には川西中学校と合同で参
加し、全道出場を決めました。 


