VIVO FOOTBALL CLUB 体験練習会・選手募集の案内

VIVOFC では「2023 年度新中学 1 年生選手募集」に向けた体験練習会を行います。
各大会や高校年代での選手の活躍は、皆様からお預かりした大切な選手達が目標の実現に向かって頑張って来た
結果であります。4 種時代に育てて、私どもにお預け頂きました少年団関係者の皆様のお蔭と厚く御礼申し上げま
す。今年度も体験練習会・選手募集を行いますので興味がある選手、成長したいと考えている選手がいましたら是
非体験練習会へご参加いただければと思います。
VIVOFC は 2010 年から地域にある街クラブとして、「地域から全国へ・世界へ」次のステージで活躍する選手育
成・人材育成を掲げ、この東播地域の選手を中心に活動しています。
選手の未来の姿をイメージして、選手の持つ特徴や個性を磨く事、課題への向き合い方、人間力を磨く事を大切
に、どこへ行っても必要とされる人材になる選手の育成に力を入れています。
選手は、小学生から中学生になる 3 年間で身体の成長や、考え方の変化、取り組む姿勢、判断やかけひき、技術
の向上など、大きく心技体の面で変化し、サッカー人生の中で一番変わる・成長する 3 年間だと感じます。
だからこそこの年代で、才能や可能性のある選手が埋もれる・消えることがないようにと思います。
選手の成長には、試合にたくさん出場すること、真剣勝負から駆け引きや振る舞いを学ぶことは欠かせません。
試合は自分を表現する機会であり、実戦の中での個人技術の発揮や、個人戦術やグループ戦術の習熟、特徴や
武器を磨く、サッカーIQ を更に高める機会に繋がります。
選手育成の為に、クラブとしての一貫した育成 VISON とチームスタイルの中で選手を育て、選手達の未来への可能
性につながる育成を行います。
サッカー選手を目指す選手、高いレベルでサッカーを続けたい選手、これからもサッカーを続ける選手達が多く育ってく
れること、地域に帰ってくることを目標に、今だけにとらわれず、これから・この先をイメージして選手・人財育成をしてい
きたいと思います。
ぜひこの機会に VIVOFC を体験して頂ければ幸いです。
たくさんの縁を頂ければと思います。お待ちしております

【2023 年度募集要項】
★選手募集
2023 年度新中学 1 年生(現在小学 6 年生)
定員 20 名程度 FP18 名 GK2 名 程度
9 月 1 日から募集をスタートし、募集定員になり次第、募集締め切りとなります。
★セレクションについて
セレクションを行いません。
VIVOFC で成長したいと高い志を持った選手達を大切に育てます。セレクションをしなくても選手はしっかりと育ち、次
のステージで活躍してくれています。来てくれた選手の可能性を広げます。
［入団条件］
誰でも入れるクラブではなく、サッカーが好きでもっと成長したいという向上心を持つサッカー少年であること、私達のクラ
ブの VISION に共感してくれることが重要です。

★体験練習日程・日時
≪日時≫ 下記の練習日に参加してください。 ★1 人 3 回まで参加可能です。
9 月 13.20 日 火曜日 18：00～20：30、9 月 16.30 日 金曜日 18：30～20：30
10 月 11.25 日 火曜日 18：00～20：30、10 月 7.21 日 金曜日 18：30～20：30
11 月 1.15.29 日 火曜日 18：00～20：30、11 月 11.25 日 金曜日 18：30～20：30
≪体験練習会参加人数≫
★各日程 FP6 名 GK1 名
≪会場≫ 稲美中央公園 加古郡稲美町国安 1287-3 ※グランドにはナイター設備があります。
日程の都合上、参加できない場合は、上記以外での参加可能です。その場合はご連絡ください。
≪用意≫ サッカーが出来る用意・体調確認調査表提出（申し込みメール返信時に受付完了メールにて配布）・体
験用紙提出（メール申し込みの場合、受付完了メール返信時にメールにて配布）
※当日の怪我等につきましては、軽度の擦り傷等の応急処置は行いますが、重度の怪我等のこともありますので、個
人の責任において傷害保険等へのご加入をお願い致し ます。

★申し込み方法
練習会参加申込書(別紙)を記入し、前日までに下記のお問い合わせ先へメールまたは FAX にてご送付ください。
ホームページから参加フォームにて申し込みが可能となっています。
※書類またはメールでの申し込み後、クラブから受付完了メールを送らせて頂きます。

★問い合わせ先
クラブ事務局 住所 〒675-0044 加古川市西神吉町大国 693-19
TEL 079-440-3173
HP「VIVOFC」で検索
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FAX 079-440-3174 ✉ vivofctaiken@gmail.com
または→ http://www.spc-vivo.com

【VIVO フットボールクラブ】
★チーム紹介
VIVOFC 2010 年設立
★VIVOFC 理念
地域から全国へ・世界へ ー夢をチカラにー
・地域から全国や世界で活躍する選手の育成を行うために普及・強化に努める
・社会へ出たときに自立・確立した選手・人材の育成を行う
・生涯サッカーを楽しみ続けること、関わり続けることが出来るように環境や指導を提供する
★育成 VISION
『繋ぐ・崩す・攻撃的に・躍動感あるフットボールを。』
【選手育成コンセプト】

【サッカースタイル】

個という武器を持ち・磨き状況を打開できる選手

ゴールへ向かい続ける攻撃サッカー

自立した選手

前へ前へとアグレッシブなサッカー

人間性の向上

チームの為にハードワーク

メンタリティーの成長

テクニックを駆使し繋ぎ・崩しシュートで終わる

インティジェンスの高い選手

★選手育成 VISION
「個の力を育成」
1.当たり前のプレーを身に付ける 個人戦術・個人技術を磨きグループ戦術を理解し習得する
2.武器を持つ 弱点や強みを理解し、選手が持つ魅力を引き出し磨く、サッカーを通して大きく成長する
3.人間力を身に付ける 自らが考え、行動を行い失敗や成功から学び、また礼儀や挨拶など社会性を養う
4.デザインする 目標設定を行い達成するために、そこへの逆算を考え自分自身をデザインし日々挑戦する
5.身体を扱う 体幹トレーニングやコーディネーション能力向上などを行い自分の身体をイメージした通りに扱う
6.精神面での成長 日々自分と向き合い「妥協せず、諦めず、自分を信じ」挑戦することで強くたくましく成長する
「公式戦等への出場機会」
選手が一番成長するのは公式戦への出場です。選手として経験値を積み上げていく機会を設ける事で取り組む意
識の向上・上手くなりたいという意欲の向上を大切にします。チームはトップ、サテライト＆Ｕ13 のカテゴリーになってお
り、チャンスがあれば下の学年でもトップチームへの選出があります。
≪現在選手達が戦う公式戦や準公式戦≫
U13 兵庫県ルーキーリーグ（2 部）・U13 選手権大会
U14 フューチャープロジェクトリーグ（2022 年度から参加、関西の強豪とのリーグ戦に出場）・クラブユース新人
戦・リーグ戦
U15 クラブユース選手権・高円宮杯選手権・リーグ戦
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「For the TEAM」
1.チームの勝利の為に自分が持つ武器で相手を翻弄し、頭を使える・戦える・走れる選手である
2.どういう状況でも全力を出し、最後まで戦える選手である
3.仲間とのコミュニケーションを深め、ともに解決し成長していく選手・集団である
★進路実績
J クラブユース

FC 東京 U18

県外私立高校 静岡学園高校、米子北高校、岡山学芸館高校、立正大淞南高校、丸岡高校、大阪偕星高校
県内私立高校 神戸弘陵高校、滝川第二高校、芦屋学園高校、神戸星城高校・神戸国際高校など
県内公立高校でも卒団生が活躍してくれています。
※今回の記載は昨年度までの進路となります。今年度に関してはまだ受験が終わっていない為、記載は控えさせて
いただきます。
VIVOFC では進路希望調査を行い、希望する県内・県外の公立・私立高校やＪクラブへの練習参加や、県内・県
外の高校と練習試合等を行い多くの選手が見てもらえる機会を作っています。進学には勉強はとても大切です、サッ
カーだけにならず、文武両道を目指します。
★OB の活躍
★高校生年代最高峰のプレミアリーグ EAST/WEST にて 6 名が出場。（FC 東京 U18・神戸弘陵・米子北）
★全国クラブユース選手権出場（FC 東京 U18）
★関東ルーキーリーグ出場（静岡学園高校）
★全国高校サッカー選手権大会８年連続出場・近畿大会出場（米子北高校・神戸弘陵高校・滝川第二高校・
芦屋学園高校・神戸星城高校・明石商業高校）
★高校年代で県トレセン・国体選出
★プリンスリーグ中国最優秀選手賞受賞（米子北高校）
★全国高校サッカー選手権ベスト８（米子北高校）
★中国ルーキーリーグ優勝・全国ルーキーリーグ出場（米子北高校）
★関西 U16 グロイエン G2 リーグ・登竜門に出場（滝川第二高校・神戸星城高校）
★北信越ルーキーリーグ出場（丸岡高校）
大学でも活躍
★大阪経済大学 関西学生サッカーリーグ 1 部に出場
★九州大学 九州学生サッカーリーグ 2 部に出場
★中京大学 総理大臣杯出場決定
卒団後、高校・大学・社会人と多くの選手達が活躍してくれています。VIVOFC での育成が次のステージでの活躍に
繋がることを OB 選手達が証明してくれていることを嬉しく思います。
★今年度クラブの戦績
兵庫県クラブユース選手権 1 次・2 次リーグ突破 ★決勝トーナメント進出★
ルーキーリーグ 2 部参戦
フューチャープロジェクトリーグ参戦
東播サッカー選手権大会ブロック優勝 ★兵庫県大会出場★
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★現役選手の実績
東播トレセン U15 6 名 U14、U13 未選考となっています。
兵庫県トレセン U15 1 名、U14 1 名、U13 1 名
★活動日時場所
平日 稲美中央公園 火曜日・水曜日 18:00~20:30 金曜日 18:30~20:30
※送迎を行っております。希望される方はご相談ください。
土日祝 近隣の公共施設を使用し練習や練習試合を行います。
またチームが持つマイクロバスを利用し、県内、県外へも強化の為試合へ行きます。
★長期休み等の活動
春・夏・冬の長期休みは各カテゴリーで遠征大会や合宿を行います。
練習試合も、市内・県内・県外・J クラブ・高校生などチーム力の強化のために行います。
★STAFF
代表兼監督
小田 昭弘
［サッカー選手経歴］ 県立芦屋高校→兵庫大学→セントラル中国（中国リーグ）→神戸 FC（関西１部リー
グ）→高砂ミネイロ（兵庫県 2 部リーグ）
［フットサル選手経歴］ ダイチフットサルクラブ（兵庫県リーグ）―ハットトリック FS（関西リーグ）
［指導経歴］ VIVO ニッケフットサルクラブーVIVOFC
東播トレセンコーチ、2020 年兵庫県 U14 トレセンコーチ、2021 年兵庫県 U13 トレセンコーチ
2022 年兵庫県 U14 トレセンコーチ
［資格］

JFA 公認 C 級ライセンス、JFA マネージャーズカレッジ GRADE2、栄養士

コーチ
春名 英希 選手歴 大阪工業大学高校
指導歴 尼崎市立塚口中学校ー常翔学園高校ー大阪セントラル FC
東播トレセン
資格

中高保健体育科第一種教員免許、JFA 公認 C 級ライセンス、JFA キッズリーダー

コーチ
本田 海斗
[サッカー選手経歴]
播磨 SC-VIVOFC-明石商業高校
GK コーチ
上田 翔大
[サッカー選手経歴]
米田 SSC-VIVOFC-神戸星城高校（近畿大会出場）-高砂ミネイロ FC
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↑FAX ０７９－４４０－３１７４ または メールアドレス：vivofctaiken@gmail.com
VIVO フットボールクラブ体験練習会参加申込書
フリガナ
生年月日

年

月

日

氏名
住所

〒

－

メールアドレス

連絡先

FAX

緊急連絡

ポジション

先
現所属チー

進学中学校

ム

※体験練習会の怪我・事故については、応急処置は行いますが、
その後の治療については個人の責任においてお願いします。

保護者指名

印

体験参加日
希望日を記入してください。
調査

入団希望（

）

他チームと検討中（

ご記入ありがとうございました。
体験会参加は１人 4 回まで可能です。
申込みを確認次第、事務局にて申し込み完了のメールを送らせていだきます。
体験会参加後に、クラブ資料を配布させて頂きます。
是非この機会に VIVO フットボールクラブを体験して下さい。
〒６７５－００４４

兵庫県加古川市西神吉町大国６９３－１９

TEL:０７９－４４０－３１７３
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FAX：０７９－４４０－３１７４

）

