高山ＦＣ

U-12・キッズ U-15 活動日・時間 会費等

曜日・時間

場所

入会金

月会費

\3,000

\3,500

\3,000

無料

\3,000

\3,500

U-12 ( 小学生 )・キッズ ( 園児 )
週に３日〜４日
(19:00 〜 20:30)

市内小・中学校グランド・体育館 大八グラ
ンド・飛騨高山ビックアリーナ・小鳥グラン

都合により時間変更の場合があ
ド等
ります

土曜日・日曜・祝祭日
キッズ

月２回 ( 時間はその都度
お知らせします )

大会参加やトレーニングマッチを中心に活動
市内小・中学校グランド・体育館 大八グラ
ンド・飛騨高山ビックアリーナ・小鳥グラン
ド等

トレーニングマッチ

U-15 ( 中学生 )
火曜日 (19:00 〜 21:00)

大八グラウンド または市内小中学校冬期は
ビックアリーナまたは国府小体育館、久々野
総合体育館

水曜日 (19:00 〜 21:00) 月に
大八グラウンド
２回程度

木曜日 (19:00 〜 21:00)
土曜日 (9:00 〜 12:00)
日曜日 (9:00 〜 12:00)

または市内小中学校

大八グラウンド または市内小中学校 冬期
はビックアリーナ※または国府小体育館、
久々
野総合体育館
大八グラウンドまたは久々野総合グランド、
国府遊々パーク トレーニングマッチ ( 遠征 ) の
場合があります

高山ＦＣカップ
金額は変更さ
れる場合があ
ります

Ｕ‐１２の活動

( 平成 22 年４月〜 )

U-15 の練習には保護者による当番をお願いしています。

U-12・キッズ U-15 について

※ビックアリーナの練習は 18:30 〜 20:30 です。
U-12 ではイベントとして、農業体験 ( 田植え )、スプリングキャンプ ( 自炊体験、集団合宿 )、サマーフェ
スティバル (BBQ・魚の掴み取り )、キッズ・サッカー・クリニック、高山 FC Jr. Soccer Festival を開催
U-15 では U12 との交流イベント、夏合宿、初蹴り、３年生を送る会を開催

高山 FC には、地域のいろんな小学校・中学校から、それぞれにデッ
カい夢を持った子どもたちが集まっています。
高山 FC スタッフ一同は、子供たちがその夢に少しでも近づけるよう

高山ＦＣのあゆみ
2001 年

にお手伝いをしています。

山下監督らが高山選抜の子どもたちを中心に高山ＦＣジュニア

ユースを設立。設立１年めからクラブ選手権岐阜県大会、コカ
コーラ杯 ( 高円杯予選 ) に出場。

「昨日まで出来なかった事が今日は出来るようになった。
」
「もっとサッカーがうまくなりたい」
「次こそは絶対勝ちたい」

2002 年

U-13 大会 飛騨地区予選優勝。県大会出場

2004 年

岐阜県中学生フットサル大会 ３位

…そういった子どもたちの「喜び」
「やる気」
「笑顔」がボランティア指

岐阜県中学生フットサル大会 ３位

導者のエネルギーの源です。

2005 年

グランパス飛騨校の選手と合同で新人戦出場
2006 年
2007 年

岐阜県中学生フットサル大会 ２位

東海大会出場

U-13 大会 飛騨地区予選優勝。県大会出場
岐阜県クラブ新人戦

高校生・大学生・社会人まで楽しめる競技です。

２部昇格

第１回高山ＦＣカップ開催
U-13 大会 飛騨地区予選優勝。県大会出場
2008 年
2008 年

クラブ選手権岐阜県大会５位

クラブ選手権岐阜県大会ベスト４

無限の可能性を持った子どもたちの才能を開花させることが、高山ＦＣ
の役割と考えています。

岐阜県クラブ新人戦

２部優勝

１部昇格

U-13 大会 飛騨地区予選優勝。県大会準優勝
U-12 を設立。
クラブ選手権岐阜県大会

〈お問い合わせ〉
U-15( 中学生 )

第３回高山ＦＣカップ開催

2010 年

その始まりとして、

第２回高山ＦＣカップ開催
U-13 大会 飛騨地区予選優勝。県大会出場

2009 年

サッカーは生涯スポーツです。
選手として、審判として、指導者として、ＫＩＤＳから小学生・中学生・

山下 勇

090-1827-3970
U-12( 小学生 )・キッズ

準優勝

東海大会初出場

岐阜県選手権 ( 高円杯 U-15 岐阜県予選 ) ベスト４

津田 尚幸

090-7034-3604

高山 FCU12 ブログ
http://takayamafcjr.blog96.fc2.com/
高山 FCU12 スケジュール用
http://takayamafcu12.blog102.fc2.com/
監督ブログ
http://blog.goo.ne.jp/handc88/
高山ＦＣホームページ
http://homepage3.nifty.com/takayamafc-jy/

U-15 U-12・キッズ
募 集 案 内

TAKAYAMA FOOTBALL CLUB
監督・代表

クリエイティブな発想を大事にして、自分の頭で
考えられる選手の育成を目指しています。

U-12

チーム概要

2001 年に設立された「高山ＦＣ」は高山市唯一

山下

勇

高山選抜指導・小学校飛騨トレセン指導、 高山西ＳＳＳ、
高山選抜チームの監督として２度、全日本少年サッカー大
会本大会へ出場。

森本

U-15 ヘッドコーチ

のサッカークラブチーム

誠一

JFA 公認Ｃ級コーチ、サッカー３級審判員、
フットサル３級審判員

戦績

2009 年度クラブ選手権岐阜県大会ではベスト４、

KIDS

Ｕ - １３県大会では準優勝、また 2010 年のクラ
ブ選手権岐阜大会では準優勝し東海大会出場を成
し遂げています

U-15 コーチ

熊崎

哲也

JFA 公認 D 級コーチ・サッカー４

指導方針

高山ＦＣは強いチームを作るというよりも、

U-12 とは

12 歳以下の子どもたちの為の団体です。

入れています。それは中学卒業後の進路は各

U-12 の指導方針

チームにおいても、自身の
技術を発揮できるよう考え
ているからです。

①サッカーを知る・楽しむ・好きになる。

U-12 ヘッドコーチ

指導部

保護者会

昌之

津田

尚幸

⑥モノの大切さと管理。
U-12 コーチ

高原

貴史

U-15 との連携

JFA 公認 D 級コーチ・JFA 公認キッ

指導者やクラブ本部と、情報・意見交換を密にし、大切な選

ズリーダー・サッカー３級審判員・
フットサル４級審判員

基本的なクラブ理念・組織は U-15 と統一されていて、U-15

U-12 コーチ

田中

大

JFA 公認 D 級コーチ・JFA 公認キッ
ズリーダー・サッカー３級審判員・
フットサル４級審判員・サッカー
３級審判インストラクター

います。

事務局

U-15

上田

智己

JFA 公認キッズリーダー・サッカー
４級審判員・フットサル４級審判員

U-12 コーチ

U-12・キッズ

山下

サッカー４級審判員

⑤学区・学年を超えた仲間づくり。

U-12 コーチ

理事会

U-15 コーチ

JFA 公認 D 級コーチ・JFA 公認キッズリーダー・サッカー
３級審判員・フットサル３級審判員・サッカー３級審判イ
ンストラクター

手の心身共の成長を保護者の方と一緒に見守りたいと考えて

高山ＦＣ 組織図

本
部

敦

遠征を行なっています。

④礼儀・マナー・ルールを身につける。

クリエイティブなサッカー

松葉

サッカー４級審判員

めに、担当指導者は独自に以下を念頭において、日夜練習・

③サッカーを通じて自分の事は自分で出来るようにする。

個性を尊重する

事務局・U-15 コーチ

小学１年から ( 保育園・幼稚園児入団可 ) のカテゴリーのた

②サッカーの基礎を身につける。

U-15

久佳

サッカー４級審判員

級審判員・フットサル４級審判員

子どもたち個々の技術のレベルアップに力を
自さまざまであり、どんな環境でも、どんな

榎

U-15 コーチ

COACHING STAFF

サッカーを知る・楽しむ・好きになる

理念

栗本

秀樹

サッカー４級審判員・フットサル
４級審判員

U-12 コーチ

滝田

将幸

JFA 公認キッズリーダー・サッカー
４級審判員・フットサル４級審判員

U-12 コーチ

今川

司

JFA 公認 D 級コーチ

保護者会

U-15 U-12・ KIDS

