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★2008 年度帯広フットボールクラブ・スタッフ体制★ 
 

 

 

 

 

 

 

★2008 年度クラブ事業予定(詳しい内容は裏面)と担当スタッフ★ 
≪サッカースクール≫ 

代表責任者：クラブ代表 成田 喜幸  事務局・代表コーチ： 松島 仁 

担当コーチ：松島 仁（まつしまひとし） 小原 啓太（こはらけいた） 成田 喜幸（なりたよしゆき） 

      渡辺 敏弘（わたなべ としひろ） 

対象 年長～小学校 6 年生  実施日 火曜日～金曜日 

≪ジュニアサッカーチーム≫ 

監督：奥代 重道（おくだい しげみち） コーチ：小原 啓太  松島 仁 

対象 小学校 3 年～6 年  活動日 火・木・土・日  

≪ジュニアユースチーム≫ 

監督：成田 喜幸  コーチ：松島 仁  小原 啓太  渡辺 敏弘 

対象 中学校 1 年～3 年  活動日 火・木・土・日 

≪社会人サッカースクール≫ 

代表責任者：成田喜幸 

対象 社会人   実施日 毎週土曜日（施設との調整中です） 

≪キッズの出張サッカー教室：サッカーショップ・プレイヤーズ協力事業≫ 

実施責任者 松島 仁  実施予定日 平日の午前中 60 分 

 

成田喜幸（53） 

≪クラブ代表・JY監督≫ 
選手暦：帯広 5中－帯広工業高―

豊田自動織機―よつ葉・帯広市役

所など 指導歴：帯広 FC 社会

人・サッカースクール・JY 

職業：プレイヤーズ代表取締役 

日本サッカー協会Ｃ級コーチ 

日体協公認クラブマネジャー 

松島 仁（27） 
≪事務局・各カテゴリーコーチ≫ 

選手歴：明星少年団－羊ケ丘中―

東海第一高校―清水エスパルス

ーヴァンフォーレ甲府―十勝フ

ェアスカイ 

職業：NPO法人帯広ＦＣ 

日本サッカー協会Ｃ級コーチ 

日本サッカー協会 4級審判員 

 

奥代 重道（52） 

≪ジュニアチーム監督≫ 
選手歴：清水東高校―道教育大函

館ー帯広蹴球団―帯広 FC 

指導歴：西少年団・陸別少年団・

駒場少年団・4種帯広トレセン・

帯広 FCJY  

職業：小学校教諭 

日本サッカー協会 3級審判員 

小原 啓太（21） 

≪各カテゴリーコーチ≫ 
選手歴：広陽少年団―帯広 FCJY

ー帯広 FC・ユース 

指導歴：2006～帯広 FCJY・スク

ールコーチ 

職業：帯広畜産大学学生 

日本サッカー協会 4級審判員 

 

渡辺 敏弘（23） 

≪スクール＆GKコーチ≫ 
選手歴 

川西少年団―川西中ー帯広柏葉

高―帯広畜大  

指導歴 

2008年度 帯広 FC新規コーチ 

職業：帯広畜産大学大学院生 

日本サッカー協会 4級審判員 

廣瀬 美典（34） 

≪サポートコーチ≫ 
選手歴：帯広 5中―帯広北高ー帯

北クラブ 指導歴：広陽少年団・

森の里少年団・4 種帯広トレセ

ン・帯広 FCJY・十勝フェアスカ

イ監督 2008～ 職業：団体職員 

日本サッカー協会 3級審判員 

日本サッカー協会Ｃ級コーチ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

         

★キッズの出張サッカー教室：無料(サッカーショッププレイヤーズ協力)★ 
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います。 

実施日：平日の午前中・約 60 分間（希望日を連絡頂き調整して決定します） 

★ サッカースクール（年長～小学 6 年生）★ 
1990 年にグリーンパークで、ヨーロッパ・南米のストリートサッカーを参考に実施した「よつ葉」がスタ

ートで、今年 19 年目になります。 

世界中で楽しまれているサッカーをスモールゲームの中で実感してもらい、更に楽しみを大きくするための

ボールコントロールスキルや、コミニュケーションスキルなどのレベルアップに取り組みます。 

【活動日】 

今年度は 4 月 30 日をスタートとして 10 月末までを前期として屋外で、11 月から 3 月まで後期として屋

内で実施します。 

前期：火曜日から金曜日の 4 日間で、活動曜日を自由に設定して参加して頂きます。 

【参加費】 

入会金 5,000 円  年度会費 1,000 円 

会費 週 1 回 2,500 円  週 2 回 4,000 円  週 3 回 5,500  週 4 回 7.000 円 

【時間・会場】 

16：00～17：10（70 分間）  札内川河川敷サッカー場Ｃグランド周辺 

★ジュニア・チーム（小学校 1～6 年）★ 
サッカースクールを発展させ、サッカー協会に登録し公式戦を通して、中学年代や高校年代へつながる基本

スキルの積み上げを 1 人 1 人の個性を大事にしながら目指して行きます。 

また、チームゲームとして、チームやチームメイトをカバー（助け合い）し、サポート（支える・応援する）

することも重要なサッカースキルの一つとして取り組みます。 

【活動】 

毎週 火・木 17：15～18：45  土・日 9：00～11：00(試合などによって変更あり) 

冬季間は実施日が施設の関係で変わります。 

【参加費など】入会金 5,000 円  年度会費 5,000 円 年会費 72,000 円（月 6,000 円）  

★ジュニアユース・チーム（中学年代）★ 
1998 年にスタートして今年で 11 年目になります。2006 年の高円宮杯で全国出場、昨年の高円宮杯は

全道ベスト 4 と、チームとしても北海道の強豪チームとそれなりに戦うことが出来るようになりました。

ただ、高校年代以降につながる 1 人 1 人のスキルアップを基本に取り組んでいますが、まだプロ選手誕生

には至っておらず、現在の全国レベルに近づいている選手として、国士舘大学の山田賢二、室蘭大谷高校の

天満建太郎、帯広北高校の関口優志・浜田俊介などにとどまり、高校年代の環境も含めて課題を残していま

す。 

【活動】 

毎週 火・木 17：00～19：00  土・日 9：00～11：30(試合などによって変更あり) 

冬季間は実施日が施設の関係で変わります。 

【参加費など】入会金 5,000 円  年度会費 5,000 円 年会費 72,000 円（月 6,000 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も交えながら、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とスモールゲームを中心に実施しています。 

今年度は、施設の都合（耐震強度改修工事の実施）によって期間が縮小される見込みです。 

【活動日】 4 月 26 日～  毎週土曜日 体育館   

【参加費など】 保険料などを含めて今年度は 3,000 円 (現時点での確定回数は 6 回です) 

 


