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【お問い合わせ先】 
NPO法人福島ユナイテッドスポーツクラブ サッカースクール事務局 
〒960-0201   福島市飯坂町字筑前7－1 
TEL：024-573-8203 （平日9：00～18：00） 
FAX：024-573-8204 
MAIL：school@fukushimaunited.com 

雪江 悠人 選手 河西 真 選手 



～福島ユナイテッドFC クラブのご紹介～ 

【活動理念】 
スポーツを通じて、「福島」を元気にします 

スポーツを通して、「子供たち」 に夢を提供します 
スポーツを通して、世界に誇れる「福島」を創造します 

【福島ユナイテッドサッカースクールの目的】 
 福島ユナイテッドFCサッカースクールでは、トップチーム選手による指導のもと、
体を動かすことの楽しさやサッカー技術の習得・向上、またコミュニケーション能
力と健全な心身の育成を目指し活動しています。 

 
「ユナイテッド=結ばれた・団結した・統一した」の意味に由来し、
チーム、選手、スタッフ、サポーターが『ひとつ』になって活動
をしていく。福島が『ひとつ』になって、福島の発展、活性化の
ために活動していくことを目指す意が込められている。 

2002年、運営母体設立。 
2014シーズン、J３入会承認。 
2020シーズンは松田監督の元、現在奮闘中。 

【TOPチーム 所属リーグ】 

 

【クラブ名「福島ユナイテッドFC」の由来】 
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J1(18
） 

J2(22) 

J3(17） 

JFL(16) 

地域リーグ1・2部 

都道府県リーグ 

吉永 大志 選手 



～福島ユナイテッドFCサッカースクールの特徴～ 

みんなで楽しくサッカーしよう！ 
初心者の子も大歓迎です♪ 

みんなに会えるのを楽しみにしてるよ！ 
           
 

トップチームのプロ選手が直接指導！ 
 当スクールでは、現役のプロ選手がコーチとして指導にあたっています！ 
プロ選手とふれあいながら、良い見本をマネして、サッカーを上手になろう！ 
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キャンプや蹴り納め会など 
新しい友達ができるよ！ 

Jリーグの試合にご招待！ 

J3リーグホームゲームに無料ご招待！ 
エスコートキッズにも参加して 
選手の集合写真に混ざろう！ 

屋内・人工芝で雨でも大丈夫！ 

会場は屋内か人工芝！ 
雨でも汚れず、テクニックを身に 

付けやすい！ 

諸岡 裕人 選手 石渡 旭 選手 

スクールイベントに参加！ 

池田 昌生 選手 



～スクール生募集要項～ 
 【募集対象】 
  年中（保育園・幼稚園）～小学6年生男女。 
  学校のクラブ活動や、少年団等のサッカークラブに登録されている方でも受講できます。 

【費用】 

※年会費…保険料、クラブユナイテッド・ジュニア会員費他。 
     また、１０月以降の入会の場合、半額となりますが、途中退会の際の返金はありません。 
※教材費…スクールオリジナルグッズ（シャツ・パンツ・ソックス）の代金です。 
 

 【振替制度】 
   ご都合の悪い日程がございましたら、1か月以内に他の曜日・会場への振替が可能です。 
   振替を希望される方は、希望日を事務局までご連絡ください。 

（金額：円/税込） 

カテゴリー 学年 時間 年会費（毎年） 教材費（初回） 月会費(毎月) 
幼児週１回クラス 未就学児 50分 ￥6,000 ￥6,800 ￥3,300 
幼児週２回クラス 未就学児 50分 ¥6,000 ¥6,800 ¥6,600 

週１回クラス 小1～小6 60分 ¥6,000 ¥14,000 ￥6,600 

週2回クラス 小1～小6 60分 ¥6,000 ¥14,000 ¥8,800 
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クラス 会場 定員 時間 火 水 木 金 

U-6      
（未就学児） 

青少年会館 25名 50分 
  
  

16：00～16：50  16：00～16：50  
  
  

U-9      
（小1～小3） 

青少年会館 

25名 60分 

17：00～18：00 17:00～18：00  17：00～18：00   

福島第四小学校体育館       17：00～18：00 

U-12    
（小4～小6） 

青少年会館 

25名 60分 

18：00～19：00 18：00～19：00  18：00～19：00   

福島第四小学校体育館       18：00～19：00 

【クラス】   

★ 福島校 

★ 鎌田校 

クラス 会場 定員 時間 火 水 木 金 

U-9     
（小1～小3） 

マックスファンタジスタ 25名 60分 

  17：00～18：00   

U-12     
（小4～小6） 

  18：00～19：00   

★ 野田校 

クラス 会場 定員 時間 火 水 木 金 

Ｕ-9 
（小1～小3） 

グリーンアカデミースポーツクラブ 25名 60分 

    17：00～18：00  

Ｕ-12 
（小4～小6） 

  
  

  
  

18：00～19：00 

※時間は、後片付けを含めての時間となりますので、実質活動時間は60分クラスの場合55分程度になります。 



①名前 ②生年月日 ③資格 ④ニックネーム 

～コーチ紹介～ 
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①石渡 旭 
②1996年4月8日 
③JFA公認キッズ   
 リーダー 
 /普通救命講習修了 
④あさひコーチ 

（臨時コーチ） 
①キム ミンジュン 
②2000年1月9日 
③JFA公認キッズ 
 リーダー 
 /普通救命講習修了 
④ミンジュンコーチ 

①ファンティーニ 燦 
②1998年5月24日 
③JFA公認キッズ 
 リーダー 
 /普通救命講習修了 
④ファンティーニ 
コーチ 

①吉田 朋恭 
②1997年9月24日 
③JFA公認キッズ 
 リーダー 
 /普通救命講習修了 
④ともコーチ 

①河西 真 
②1996年6月21日 
③JFA公認キッズ  
 リーダー 
 /普通救命講習修了 
④まことコーチ 

①青山 景昌 
②1996年10月14日 
③JFA公認キッズ 
 リーダー 
 /普通救命講習修了 
④あおコーチ 

①諸岡 裕人 
②1997年1月4日 
③JFA公認キッズ 
 リーダー 
 /普通救命講習修了 
④もろコーチ 

①鎌田 大夢 
②2001年6月23日 
③JFA公認キッズ 
 リーダー 
 /普通救命講習修了 
④ひろむコーチ 

①橋本 陸 
②1998年2月11日 
③JFA公認キッズ 
 リーダー 
 /普通救命講習修了 
④りくコーチ 

①前田 椋介 
②1998年3月2日 
③JFA公認キッズ 
 リーダー 
 /普通救命講習修了 
④まえだコーチ 

①吉永 大志 
②1996年10月14日 
③JFA公認キッズ 
 リーダー 
 /普通救命講習修了 
④よしコーチ 

①雪江 裕人 
②1996年6月9日 
③JFA公認キッズ 
 リーダー 
 /普通救命講習修了 
④ゆきえコーチ 

①池田 昌生 
②1999年7月8日 
③JFA公認キッズ
リーダー 
 /普通救命講習修了 
④まさきコーチ 

①柳原 圭 
②1986年3月23日 
③JFA公認C級コー  
 チライセンス 
 /普通救命講習修了 
④けいコーチ 

①賀澤 陽友 
②2001年4月18日 
③JFA公認キッズ
リーダー 
 /普通救命講習修了 
④かざわコーチ 

①石井 紀人 
②1992年12月23日 
③JFA公認A級コー  
 チライセンス 
 /普通救命講習修了 
④のりまろコーチ 

＜アカデミーコーチ＞ ＜スクールマスター＞ 



～諸案内～ 

★月会費の支払いはどうするの？ 
  毎月27日に翌月分の会費を、自動引き落としさせていただきます。 
  （銀行休業日の場合、翌営業日） 
 ※引き落とし手数料（88円）を含む金額にてご請求させていただきます。 

【個人情報の取り扱いについて】 
 福島ユナイテッドスポーツクラブはご提供いただいた個人情報について、下記のように使用させていただきます。 

  ①スクール事業における会員管理、案内の発送、緊急連絡や情報のお知らせなどのために使用いたします 
  ②スクールにおける保険加入のために使用いたします 
  ③預金口座振替依頼書は、スクール会費の口座振替のために使用いたします 
  ④その他、スポーツイベントのご案内、各種チケットのご案内、商品のお知らせ、クラブのお知らせ、PR・調査などに 
   使用いたします 

★お休みしたい時の連絡は？ 
    スクール活動に関わる諸連絡（スケジュール・イベント開催等）は、『スグラム』という連絡用アプリを使 
  用しております。入会後にお渡しするご案内に従って、登録してください。 
   また、各回のお休みのご連絡は必要ありません。（送迎利用のスクール生は必要です） 
  振替の際のみ一報を頂ければと思います。 
 

★雨でも練習するの？ 
  屋内会場は通常通り開催です。 
  鎌田校も少々の雨であれば開催しますが、雨があまりにも強い際や、雷、積雪等は中止の場合もござ  
  います。 
  中止の際は15時に判断後、スグラムにて連絡致します。 
 

★長期（1か月以上）で休みたいときは？ 
  休会制度が利用できますので、２週間前までにご連絡ください。休会中会費はかかりません。 
 

★スクール中にケガをしてしまった際は？ 
  スクールで応急処置は致しますが、その後の対応は保護者の方にお願いします。 
  また、病院に通った際は保険が適用になりますので、事務局までご連絡ください。 
 

★共働きで送迎ができないのだけれど… 
  当スクールでは事情により送迎が出来ないご家庭に限り、無料送迎車を運行しています。 
  送迎を希望する際は、事務局までご相談ください。 
 

★曜日を変更したいときは？ 
  曜日、会場共にいつでも変更可能です、週回数も月ごとに変更できますのでスグラムにてご連絡くださ  
  い。 
 

★ＴＯＰチームの応援をしたい！ 
 スクール生はホームゲーム全試合無料招待！（会場の当日券売り場にてチケット受け取り） 
 また、不定期にご家族ご招待企画やエスコートキッズの募集をスグラムにて行いますので、 
 ご確認ください。 
 ファンクラブのクラブユナイテッドにはジュニア会員として自動入会になります！ 
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