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上尾サッカークラブの活動期間

中学校1年生4月から、
中学校3年生の3月まで。

（引退はありません）
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⑴活動の目的
～サッカーを通して地域の子どもたちの成長に関わるクラブに～

a.地域の子どもたちの

人間育成(P5)

・自ら学ぼうとすること

・自らが正しいと思うことを

実行できること

・仲間の心を大切にすること

・規律を大切にすること

b.地域の子どもたちの

サッカーレベル向上(P6)

☆子どもたちそれぞれの持つ個

性を育む

☆「原則やセオリー(約束事)を

正確に実践する巧みさ」

を表現できる集団に

c.この地域に根付いて

活動するということ(P7)

・招待大会の実施

上尾地域と他地域の子どもたち

との交流を図る

公式戦、練習試合を可能な

限り上尾地域で開催する

➡保護者や地域の方々が、気

軽に観戦できるように
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⑵育成方針 ～地域の子どもたちのサッカーレベルの向上～

ON THE PITCH

①自分の思い通りにボールを扱う（パーフェクトスキル）

②プレーの優先順位を学ぶ

③プレーの切り替え（ON⇔OFF、攻撃⇔守備）

④Off the ballの意識

⑤保護者・仲間・審判・相手チームを尊敬し感謝する

⑥全員で勝利、成功を目指す（向上心、努力、喜び）

⑦失敗、負けに対しての悔しさ、寂しさを知る

⑧最後まであきらめない

それぞれが持つ個性を育みながら、「原

則やセオリー(約束事)を正確に実践する

巧みさ」を表現できる集団を目指します。

その中で、学年ごとの特色が生まれ、

チームとしての色が表現されていきます。
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⑵育成方針 ～地域の子どもたちの人間育成～

◆自ら学ぼうとすること

◆自らが正しいと思うことを実行すること

◆仲間の心を大切にすること

◆規律を大切にすること

以上4項目を集団スポーツの要件として
ピッチ外においても子どもたちに促します。
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OFF THE PITCH

①親、仲間への尊敬、尊重、思いやり

②正しいことへの取り組み（約束、マナー、ルール、時間、身だしなみ）

③成功への努力（向上心）

④言葉づかい（親、周りの大人、コーチ、仲間）

⑤「良い」生活習慣（食事、睡眠、休息、活動）

⑥あいさつ（仲間、親、コーチ、関わる大人）

⑦集中力

⑧切り替え（練習↔練習、休憩↔練習や授業、家庭↔クラブや学校）



⑵育成方針 ～この地域に根付いて活動するということ～
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試合はなるべくホーム開催で

• 週末にもフルピッチのグランドを使用できる機会が多い（上尾橘高校や上尾太平中学校等）ことから、公式戦や練

習試合の多くをホームで開催しています。

• 日頃から活動しているグランドで試合をすることで、多くの保護者の方に観戦にお越し頂きたいと考えています。

クラブが地域Jクラブとのハブに

• 現在当クラブでは浦和レッズアカデミーセンターと協力し、上尾市サッカー協会主催としてGK練習会を開催しています。

• 地域の子どもたちの技術向上に寄与する傍ら、その活動後には毎回中学生のGKがトレーニングをしてもらっています。

招待大会の開催

• 毎年1月に、県内8チーム、東北や関東圏より8チームを招待し、上尾市内で招待大会を開催しています。これまで

10回開催してきましたが、この地域でサッカーをする中学1年生が部活動もクラブも関係なく、様々な地域の子どもたち

と交流する機会を提供しています。



⑶活動について
a.日々の基本的な活動：毎週火・木・土・日の週４日+祝日が活動日（試合の日はこの限りではありません）

曜日 時間、会場 雨天時

月曜日 OFF

火曜日 18:30-21:00 平塚サッカー場or上尾橘高校 19:00-21:00 太平中体育館

水曜日 Free 18:30-20:00 上尾橘高校

木曜日 18:30-21:00 上尾橘高校 19:00-21:00 上尾南中体育館

金曜日 OFF

土曜日 14:00-16:30 上尾橘高校

日曜日 10:00-12:30 太平中学校／9:00-17:00 上尾橘高校

※自宅と活動場所の往復は基本自分たちで行います。ただし中学校入学間もない期間は、上級生と一緒に自宅
周辺に集合し移動します。その中で自転車の交通ルールやチームの約束事を覚えていきます。
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⑶活動について
b.特別活動（合宿・遠征等）※過去の実績も踏まえてのご案内。費用については後述

学年 春休み 夏休み 冬休み

1年生 -

4泊5日 愛媛県今治市
FC今治主催「BARI-CUP」参加

2泊3日 千葉県館山市
TATEYAMAフェスティバル参加

当クラブ主催1年生大会
県内外から16チーム参加による大会を

上尾市内で開催

2年生 2泊3日 茨城県ひたちなか市
「FCクラッキス松戸」主催フェスティバル

5泊6日 岩手県八幡平市
東北各県のクラブが参加する交流大会に参加

2泊3日 茨城県神栖市
東日本大震災の翌年から、小笠原満男さんらを
中心に開催している復興支援フェスティバル。東

北と関東のクラブが交流する大会。

3年生
3泊4日 宮城県塩釜市

塩釜市を中心に開催される「塩竃神社杯」に参
加。北海道、東北各県のチームが集う

5泊6日 秋田市～鶴岡市
東北各県のクラブ、高校と交流

-

※他、日帰り遠征や宿泊を伴う遠征など適宜…交流のあるチームと練習試合を目的に遠征することがあります。
※クラブ初蹴り 毎年1月3日にOBも集まり開催しています。
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⑶活動について
c.活動に関わる費用 ※合宿、遠征、用具については実績でのご案内

項目 内容

月会費 1人／10,000円（ゆうちょ銀行より毎月引き落とし）

入会費 1家庭／10,000円（入会説明会時に納入。3年間のスポーツ保険料等として）

年会費 1家庭／5,000年（初年度は入会説明会時に納入。その年の選手登録費等に充当）

特別活動費 2021年度／60,000円（希望するご家庭を対象に、積立制度もあります）

遠征費
復興支援フェスティバル／26,000円 塩釜遠征／42,000円
クラッキスフェスティバル／30,000円

用具代
約60,000円（ユニフォーム2set、ジャージ上下、ハーフパンツ、ポロシャツ、練習着、バッグ）
冬季用具（ウィンドブレーカー約20,000円）は秋以降に案内します。

その他
試合時の交通費～実費…公共交通機関やマイクロバスのレンタカー代等。
但し、ホームゲームが多いため多くて月に1度程度。
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⑶活動について
d.学校生活との両立
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テスト

通知表

部活動

行事

・中間テストは3日前、期末テストは1週間前から原則お休み。
・結果は毎回提出。
※但し、期間中に公式戦が入ってしまう場合は、この限りではありません。

・毎学期コピーを提出。
・学校の成績だけでなく、生活の様子を見させてもらっています。

・現在所属する中学生も様々な部活動で活動しています。
・当クラブではサッカー部に入ることも含め制限していませんが、
学校終業後の活動の軸をクラブに置いて頂くことを予めご理解ください。

・体育祭や授業参観など、ここ数年休日登校する日が増えてきています。
・クラブでは公式戦等が重ならいよう最大限努力はしますが、もし重なってしまった場合は
学校優先を原則としています。
・但しご家庭の理解の下、本人がクラブの活動に参加する強い意志がある場合は
協力させて頂きます。

それぞれが通う
中学校
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⑶活動について
e.中学校卒業後の進路

上尾①、鷹の台⑤、鴻巣①、伊奈学園④、大宮東①、熊谷①、川越南①、大宮工業②、蓮田松韻①、

大宮光陵①、桶川西①、上尾南①、桶川①、浦和北①、川口北①、上尾橘①

浦和学院①、武南①、国際学院③、秀明栄光①、早大本庄①、本庄東①、成徳深谷①、細田学園①、

川越東①、埼玉栄①、西武台①、正智深谷①

ノースアジア大学明桜②、成立学園①、四国学院大香川西①

浦和レッズ①、大宮アルディージャ⑤、横浜F.マリノス③、FC東京①、ザスパクサツ群馬①

これまでクラブを巣立ったのは約300名。Jリーガー(プロサッカー選手)になった者は4名いますが、他にも様々な舞台で
OBが活躍しています。原則は「毎日通う中学校の生徒として高校に進学する」わけですが、その中で我々の出来う
る事をお手伝いさせて頂いております。以下これまでの進路実績です。（高校は過去3年間）

県内
公立

県内
私立

県外
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⑷クラブの状況
現在の会員数／ジュニアユース…1年生～16名、2年生～21名、3年生～24名 合計 61名

スタッフ
クラブ代表
U-15担当 高橋 恭介

1995-97年 川口神根中学校サッカー部外部コーチ（埼玉県大会優勝）
1996年度 埼玉県第3種トレーニングセンター アシスタントコーチ
1998年～ 上尾SCコーチ

クラブ副代表
U-14担当 高山 宣継

1994年～ 上尾SCコーチ
1996年度 埼玉県第3種トレーニングセンター GKアシスタントコーチ
2006年～ 埼玉県立上尾橘高校サッカー部外部コーチ

Jyコーチ
U-13担当 花井 恵太

2013年～ FC深谷コーチ
2021年～ 上尾SCコーチ

Jyコーチ
笹野 昭英 1995年～ 上尾SCコーチ

Jyコーチ
松井 直人 上尾SC10期生

2012年～ 西上尾キッカーズコーチ
2019年～ 上尾SCコーチ

Larksコーチ
樋渡 瑛大 上尾SC21期生 2019年～ 上尾SCコーチ

Larksコーチ
藤野 高大 上尾SC21期生 2018年～ 上尾SCコーチ

Larksコーチ
若林 晋

1994年 埼玉県少年選抜大会で上尾市選抜監督として県大会優勝
1995年～ 上尾SCコーチ

トレーナー 吉田 和彦 上尾SC4期生

みなと整骨院院長
1997年度 第12回ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ選手権大会(U-15)全国大会 best32
1997年度 全国選抜大会(米久杯) 埼玉県選抜の一員として優勝

Refree担当 若林 茂 日本サッカー協会2級審判員、埼玉県サッカー協会審判インストラクター、上尾市サッカー協会理事長

萩野谷 嘉章 日本サッカー協会3級審判員、クラブでは写真撮影等広報も担当



⑸地域共創パートナー
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「業種を超えて、地域を盛り上げよう」
同じ思いを持つ地域の企業のみなさんと、新たな枠組みを立ち上げました。

他数社が参画しています


