
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★サッカースクール（年長～小学 6 年生）★ 
世界中で楽しまれているサッカーの基本をゲームを通して取り組みます。 

また、ゲームの楽しさを引き出す各種ボールコントロールのスキルアップや、チームプレーに大切なコミュニケー

ションスキルなどのレベルアップに取り組みます。 

サッカー協会への登録は行ないませんので、他の少年団などに登録していても参加が可能です。 

【内容】 

 期間 5 月～3 月（11 月～3 月は屋内） 

曜日・時間 火・水・木・金曜日 16：00～17：20（11 月からは変わります） 

 会場 競馬場南側運動広場サッカー場（5 月中旬までは札内川Ｃグランド周辺） 

    すぱーく帯広・サンドーム音更など（11 月～3 月） 

 会費 月 3,000 円（都合の良い曜日でご参加下さい） 

 募集 40 名  

 スタッフ 垣内雅人 稲冨勝彦 成田喜幸 

★NEW スポーツ・タグラグビー（小学生）★ 
23 年度はタグラグビーを取り組みます。競技内容としては「ボールを使った鬼ごっこ」のイメージです。今年度は、

クラブもスタッフも初めての取組みになりますので、ラグビー関係者からアドバイスを受けながら進めて行きます。 

【内容】 

 曜日・時間 毎週水曜日（17：30～18：30） 

 会場 競馬場南側運動広場サッカー場（5 月中旬までは札内川Ｃグランド周辺） 

 期間 5 月～10 月（冬期間は会場を調整し、改めてご案内します） 

会費 年度会費 2,000 円 月会費 1,000 円 
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       事務局：〒080－0847 帯広市公園東町３丁目１１－１ プレイヤーズ内  
TEL：0155-25-8813（呼び出し） FAX：0155-21-4435 Email：fc@soccershop-players.co.jp 

帯広フットボールクラブは、1989 年よつ葉ＦＣを引き継いで社会人サーカークラブとして誕生しました。翌年の

1990 年からは、小学校年代のサッカースクールを「よつ葉」としてスタートさせ、1999 年からは中学年代のク

ラブチームを道東地区として最初に活動を開始しました。そして、2006 年には小学年代のサッカー協会に登録し

て活動するジュニアチームを開始するとともに、2004 年からは法人化（NPO 法人）を行い、継続的な育成を中心

にした活動を行っています。なお、今年度からはサッカー以外のスポーツも取り入れ、総合型地域スポーツクラブと

しての活動を進めてゆきます。 

★ジュニアチーム（小学校 3～6 年生）★ 
サッカー協会に登録し、大会参加を通して中学・高校年代につながるサッカーの基本スキルの（ボールコントロー

ル・コミュニケーションスキル・判断など）レベルアップを基本に、サッカーのチーム活動を通して人間性や社会

性の成長を目指します。 

【内容】 

 対象 小学校 3 年生～5 年生 

活動日 水・金・土・日（1 ヶ月に 1 回週末のどちらかはお休みとなります） 

時間 17：20～18：50（冬期間は時間が変わる場合があります） 

 会場 競馬場南側運動広場サッカー場（5 月中旬までは札内川Ｃグランド周辺） 

    すぱーく帯広・サンドーム音更・下音更小学校など（11 月～3 月） 

 会費 入会金 5,000 円 年度会費 6,000 円 会費 月 6,000 円（一括で 

のお支払いは 70,000 円になります） 

 その他 チームジャージ、試合用パンツ・ストッキングが必要になります。 

 スタッフ 奥代重道 垣内雅人 佐藤雅紀 稲冨勝彦 他 



                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★NEW スポーツ・カーリング（一般社会人対象・通年実施）★ 
年齢・男女・体力に関係なく楽しめる「カーリング」をスポーツから遠ざかっている人なども対象に今年度か

ら開始します。 

会場 カールプレックスおびひろ（帯広市稲田町東１線） 

開催日 4 月末から開始予定で、隔週開催の毎月 2～3 回を予定しています。開催日は、施設と調整して後日

連絡します。 

時間 20：00～22：00（予定です）  会費 年度会費 2,000 円  参加費 1 回 1,000 円 

★フットサル（一般社会人対象）★ 
学校開放で利用している体育館で、4 月から 10 月まで社会人やＪＹの OB が中心となり実施します。 

なお、11 月からはジュニアユースが体育館を使用するため、お休みとなります。 

【内容】 

 活動日 毎週土曜日（19：00～21：00）4 月から 10 月末までです。 

 会場 明星小学校体育館  会費 年会費 3,000 円  

★クラブ事務局★ 

（お問い合わせなど、お気軽にご連絡下さい） 
■ 080-0847 帯広市公園東町 3 丁目 11 番地 1 (有)プ

レイヤーズ内 

■ Tel 0155-25-8813 FAX 21-4435 

■  Email fc@soccershop-players.co.jp 

■ 特定非営利活動法人 帯広フットボールクラブ 

■ http://www.soccershop-players.co.jp/obihirofc 

■ 担当 垣内雅人(かきうちまさと) 

■ 担当 成田喜幸（なりたよしゆき） 

 

★ジュニアユースサッカー（中学年代）★ 
身体的にも精神的にも大きく成長するこの年代は、長くサッカーを続ける為に非常に重要な時期になります。基本技

術・フィジカル・サッカーでの各種判断・コミュニケーションなど、世界を目指すトップ選手にも生涯スポーツとし

ての長く楽しむ趣味としても非常に大事な年代です。また、人間としても、チーム全員が協力して取組み成果をあげ

るサッカーを通して、社会性や人間性の成長を目指します。 

【内容】 

 対象 中学 1～2 年生  

活動日 火・木・土・日（17：00～19：00 土・日は不定期になります） 

 会場 競馬場南側運動広場サッカー場（5 月中旬までは札内川Ｃグランド周辺） 

    すぱーく帯広・帯広市総合体育館（冬期間） 

 会費 入会金 5,000 円 年度会費 7,000 円 年会費 72,000 円（一括払いは 70,000 円） 

瀬賀 秀哉（19 歳）《担

当：ジュニアユース》 

啓西少年団―帯広 FCＪ

Ｙ―帯広北高―十勝フ

ェアスカイ－帯北クラ

ブ・高田菊次郎商店勤務 

サッカー協会 4 級審判

員 

成田 喜幸（56 歳） 

《担当：サッカースクー

ル・ジュニアユース》 

選手暦：帯広工業高―豊

田自動織機など 

日本サッカー協会 C 級

コーチ・公認クラブマネ

ジャー 

稲冨 勝彦（48 歳） 

《担当：サッカースクー

ル・ジュニアチーム》 

福岡県出身 

帯広畜産大学卒 

畜大サッカー部－帯広

FC サッカースクール－ 

きのパソコン教室代表 

佐藤雅紀（28 歳） 

 ≪ＧＫコーチ≫ 

帯広東―帯広第六中学

校ー帯広緑陽高校 日

本サッカー協会Ｃ級コ

ーチ・公認Ｃ級ＧＫコー

チ・公認 3 級審判員藤

山建設工業勤務 

佐藤 篤（18 歳） 

《主担当：ジュニアチー

ム》 

広陽少年団―帯広ＦＣ

ＪＹ―白樺学園―蹴鞠

会・帯広高等技術専門学

校在学中・サッカー協会

4 級審判 

奥代 重道（56 歳） 

《担当：ジュニアチーム

監督≫清水東高校―道

教育大函館 指導歴：西

少年団・陸別少年団・駒

場少年団・トレセン他 

日本サッカー協会 3 級

審判員 小学校教諭 

垣内雅人（23 歳） 

《担当：スクール・Jr

チーム・JY・事務局》 

選手歴：明星少年団－

帯広第 4 中―帯広北

高―札幌学院大学 

公認 2 級審判・ 

藤原裕士（60 歳） 

《担当：ジュニアユー

ス》帯広南商業高校―大

阪体育大学―帯広市役

所―帯広四十雀－帯広

五十雀 


