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2009 年度は、帯広フットボールクラブが社会人チームとして 1989 年にスタートしてから 21 年目のシ

ーズンになり、特定非営利活動法人としては 7 年目になります。 

今年度も育成活動を中心とした各種事業を行い、サッカーの楽しさを体験してもらう事と、高い目標を持ち、

サッカーを通して世界を目標に活動する人達の育成をお手伝いして行きたいと考えています。 

今年度も、帯広フットボールクラブの活動に対してご支援とご協力をお願いいたします。 

クラブ代表 成田喜幸 

★2009 年度帯広フットボールクラブ・スタッフ体制★ 
 

 

 

 

 

 

 

成田喜幸（54） 

≪クラブ代表 JY監督≫ 
選手暦：帯広工業高―豊田

自動織機(JSL２部・東海ﾘｰ

ｸﾞ)―よつ葉・帯広市役所な

ど 指導歴：帯広 FC 社会

人・スクール・JYなど 

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・４級審判 

松島 仁（28） 
≪専従コーチ≫ 

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・4級審判員 

奥代 重道（53） 

≪Jr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（22） 

≪Jr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 

サッカー協会 4級審判員 

 

渡辺 敏弘（24） 

≪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～ 帯広 FC

コーチ 

職業：帯広畜産大学大学院

生 

サッカー協会 4級審判員 

 

垣内 雅人（21） 

≪サポートコーチ≫ 

選手歴：明星少年団―4 中

―帯広北高ー札幌学院大学

4年在学中 

日本サッカー協会 2級審判

員 

札幌在住で、休日を利用し

てコーチの勉強や審判業務

などを担当します。 

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 

職業：団体職員 

3 級審判員・日本サッカー

協会Ｃ級コーチ 

 

特定非営利活動法人帯広フットボールクラブ 組織図 

■クラブ代表 成田喜幸 

≪サッカースクール≫ 

成田喜幸・松島仁・今野陽太・渡辺敏弘・小原啓太 

≪ジュニアチーム≫ 

 奥代重道・松島仁・小原啓太・今野陽太 

≪ジュニアユースチーム≫ 

 成田喜幸・松島仁・渡辺敏弘・今野陽太 

今野 陽太（22） 

≪コーチ≫ 
選手歴：北見ブルーサンダ

ース―帯広 FCJY 

白樺学園・専修大学卒（ス

ピードスケート） 

来年のオリンピックを目指

して、コーチの傍ら自分自

身のトレーニングを行いま

す。 

≪理事会・総会≫ 

理事長 成田喜幸 

副理事長 

五十嵐登志治 

他理事・監事 9名 

 

■事務局 

■CS委員会 

■技術委員会 

■財務委員会 

■事業委員会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

         

※今年度、キッズの出張サッカー教室・社会人サッカースクールは、スタッフ体制などの事情によりお休み

させて頂くことになりました。 

★ サッカースクール（年長～小学 6 年生）★ 募集中です！ 
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 20 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 5 月 1 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 2,000 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】16：00～17：10（70 分間） 

【会 場】札内川河川敷サッカー場Ｃグランド周辺（馬事公苑に７月頃から変更になる予定です） 

【担当スタッフ】松島仁 今野陽太 成田喜幸 サポート：渡辺敏弘 小原啓太 

★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 水・金 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 6,000 円 年会費 72,000 円（月 6,000 円） 

【担当スタッフ】監督：奥代重道 コーチ：松島仁 小原啓太 今野陽太  

★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 12 年目になります。次の年代につながる全国や世界のトップで活躍する選

手の育成が目標で取り組んでいます。 

【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があります) 

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 7,000 円 年会費 72,000 円（月 6,000 円） 

【担当スタッフ】監督：成田喜幸 コーチ：松島仁 渡辺敏弘 今野陽太 

 

クラブ代表の成田喜幸が、3/18～4/1 の 15 日間、札幌 SSS・JY のブラジル遠 

征に同行して、昨年ブラジルにサッカー留学した JY 昨年卒業生武藤翔太の動向と 

、サンパウロ・コリンチャンズなどのサッカーを SSS の大会参加を通して視察し 

てきました。 

≪ブラジルサッカー視察内容≫ 

武藤翔太の現況＝サンパウロ州サンベルナンド FCに所属してプロ目指して活動中。 

SSSの大会参加＝サンパウロ(0-13)・コリンチャンズ(0-9)・パルメイラス(0-10)他 

ブラジルサッカー＝サンパウロ市内ではストリートサッカーは見当たらず、武藤翔 

太の練習でも、基本トレーニングにフィジカルを加えた良く走るサッカーでした。 

 


