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２０１5 年度  FC 岐阜 U-１５（現 6 年生対象）第２回セレクション開催のお知らせ 
 
J2 リーグに参戦する FC 岐阜では、下記のとおり２０１5 年度に向けたアカデミーグループ U-15 年代新加入選手
のセレクションを実施いたします。参加ご希望の方は下記概要をご確認の上、お申込みをお願いいたします。 
 
■FC 岐阜 U-15 活動内容 
FC岐阜U15では、将来プロのサッカー選手として活躍できる選手の育成と世界で通用する選手の輩出を目指し日々、
活動をしています。また、サッカーを通じて自立した魅力ある人間に成長出来るように指導をしています。 
 
■2020 年宣言 
FC 岐阜アカデミーでは 2020 年に FC 岐阜トップチームに在籍する選手の 30％を FC 岐阜アカデミー出身及び、岐
阜県出身選手で構成することを目指しています。 
 
■活動日（2014 年度実績） 
月曜日 休み  
火曜日 練習 19：00～21：00（岐阜経済大学グラウンド）U-13・U-14・U-15 
水曜日 練習 19：00～21：00（岐阜経済大学グラウンド）U-14・U-15  
木曜日 練習 19：00～21：00（岐阜県フットボールセンター）U-13  
金曜日 練習 19：00～21：00（北西部グラウンド）U-13・U-14・U-15 
土曜日 練習・試合 
日曜日 練習・試合 
 
・その他の活動として、J リーグ前座試合・J リーグボールボーイ・海外遠征（U-14 年代）栄養学講習会・ルール講
習会・コミニュケーションスキル講習会を予定しています。 
 
■公式試合 
岐阜県 U-15 リーグ・クラブユース選手権・高円宮杯 
岐阜県 U-14 リーグ・J リーグボルケーノ東海 
岐阜県 U-13 リーグ 
 
■費用 
月謝￥8,240（税込） 
年会費￥8,240（税込） 
ウェア代（ゲームシャツ・ゲームパンツ・ソックス・ジャージ・ピステ・移動着等） 
￥55,000 前後（2014 年度実績） 
上記以外に遠征実施の際に遠征費用がご家庭での負担となります。 
 
■担当スタッフ（2014 年度実績） 
U-15 監督 土井 孝徳 
選手歴 湘南工科大付属高校－桐陰横浜大学 
指導歴 横浜 F・マリノス－FC 岐阜 U-15 
ライセンス JFA 公認 B 級ライセンス 
 
U-15 コーチ 三田 光 
選手歴 FC 東京－アルビレックス新潟－ベガルタ仙台－湘南ベルマーレ－徳島ヴォルティス－FC 岐阜 
指導歴 FC 岐阜 U-15 
ライセンス JFA 公認 B 級ライセンス 
 
U-15 コーチ 羽山 武志 
選手歴 郡上高校ー大原学園 JaSRA サッカークラブーFC 浜名－VOLAREFC 浜松 
指導歴 郡上高校サッカー部監督―ジュビロ磐田スクール・U-15 コーチジュビロ掛川 U12 監督 
ライセンス JFA 公認 B 級ライセンス 
 
GK コーチ 岩田 敦史（FC 岐阜 U-18 兼任） 
選手歴 名古屋グランパス U-18－静岡産業大学 
指導歴 FC 岐阜 U-15・U-18 
ライセンス JFA 公認 C 級ライセンス・JFA 公認 GK－C 級ライセンス 
 
※あくまでも 2014 年度の実績となりますので、2015 年度変更になる可能性もありますので、ご了承ください。 
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■応募資格・申込み方法   
■ 応募資格 
 ・現小学６年生（平成２7 年度新中学 1 年生）の男子 

・保護者と現所属チーム代表者の承認を得ている者 
・２０１5 年度 FC 岐阜 U-15 で選手登録できる選手 
・夢、目標に向かって覚悟と決意をもって行動できる選手 
・実技審査に必ず参加できること。 
（ｾﾚｸｼｮﾝ参加希望のある方で所属チームの公式戦等があってｾﾚｸｼｮﾝ当日に参加が難しい方はご連絡ください。） 
※第 1 回目（11 月実施）のｾﾚｸｼｮﾝに参加した選手でも構いませんが再度、申込みを郵送していただくことが必要

になります。但し、参加費用はかかりません 
■ 申込方法  

郵送にて申込み 
次の 1 点を同一の封筒に入れ、FC 岐阜事務局までご郵送ください。 

 1）参加申込書 1 通 
  ・必ず所定の参加申込書を使用してください。 
  ・参加申込書をダウンロードし、プリントアウトしてご記入ください。 

締切日：２０１5 年 1 月 23 日（金）必着 
■ 合否について 

 ・1 次ｾﾚｸｼｮﾝ・2 次ｾﾚｸｼｮﾝともに、合格者のみ電話にてご連絡いたします。 
  ・1 次ｾﾚｸｼｮﾝを合格した選手のみ 2 次ｾﾚｸｼｮﾝに参加して頂きます。 
  ・2 次ｾﾚｸｼｮﾝ後、練習に参加してもらう場合があります。 
  ・実技ｾﾚｸｼｮﾝを合格した際には、保護者の方と面談をさせて頂き、クラブの考え方や方針をご説明しご理解を得

た上での入団とさせて頂きます。 
 
■ｾﾚｸｼｮﾝ概要 ※下記要項にてセレクションを実施いたします。 
■ 開催日 
  1 次ｾﾚｸｼｮﾝ 

 2015 年 2 月 1 日（日）17:00～19:00（受付 16:30～） 
 
  2 次ｾﾚｸｼｮﾝ 
  2015 年 2 月 8 日（日）17:00～19:00(受付 16:30～) 

・雨天決行ですが荒天の場合、中止にすることがあります。 14：00 頃に FC 岐阜オフィシャルサイトにて告知します。 

■ 選考場所  
  ・岐阜県フットボールセンター（人工芝） 〒501－6023 岐阜県羽島郡笠松町江川堤外 
■ 参加費用  
  ※FC 岐阜サッカースクール生・アドバンスクラス在籍者は無料にて参加できます。 
  ※第 1 回目のｾﾚｸｼｮﾝに参加した選手は無料にて参加できます。 

※上記以外の選手は参加費用として 3,000 円頂きます。（振込手数料は参加者でご負担ください） 
・振込時の名義は参加選手名でお願いたします。 
・下記振込先に 2 月 3 日までにお振込みをお願いします。 

 十六銀行 本店 預金種別：普通預金  
口座番号：２５４１１１８  口座名義：株式会社岐阜フットボールクラブ 

・ 振込後のキャンセルについては、返金できませんので予めご了承ください。 
■ その他の注意事項 

・セレクション内容はゲーム形式を予定しています。 
・セレクション会場での貴重品の管理は、各自の責任でお願いいたします。 
・セレクション参加に伴う交通費、宿泊費につきましては全て自己負担です。 
・駐車場はグラウンドから見て堤防側（北側）にある駐車場をご利用ください。 

・負傷等の事故があった場合の応急処置はいたしますが、それ以上の対応については各自の責任となりますので

あらかじめご了承ください。 

・持ち物（飲料水・サッカー用具・保険証のコピー[個人保管]） 
 
■ 個人情報の管理について 

 応募の際にご記入いただきました個人情報につきましては、当該セレクションでの連絡等のみに活用し、外部 
への情報提供は一切いたしません。 

■ 応募先 〒502-0817 岐阜県岐阜市長良福光青襖 2070-7 長良川スポーツプラザ １F 
株式会社岐阜フットボールクラブ  
FC 岐阜アカデミーグループ U-15 セレクション係 

■ 問合せ先 TEL：058-231-6811／FAX：058-295-7618 ※月曜日を除く平日 11：00～17：00 のみ対応 


