
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 体験練習会日程 】 

第 1 回目：3 月 14 日（日）17：00～19：00 会場：磯上公園 

第 2 回目：3 月 21 日（日）17：00～19：00 会場：磯上公園 

第 3 回目：3 月 28 日（日）17：00～19：00 会場：磯上公園 

※詳細は別紙、又は下記 URL から神戸 FC HP 内（KFC ユース）ご参照下さい。 

 

神戸 FCユース（U-18）選手募集  
ホームページ http://www.kobe-fc.com/ 

http://www.kobe-fc.com/


■神戸 FC ユースとは 

［2020 年度 所属選手数］ U-18：0 名 U-17：0 名 U-16：2 名  計 2 名 

1970 年にクラブが創設され、1975 年にユースチームが誕生、数多くの栄光と歴史を積み重ねて 

きました。1995 年のヴィッセル神戸設立とともに神戸 FC ユース自体がヴィッセル神戸の下部組 

織として移籍しました。移籍後は神戸 FC にユースチームはありませんでしたが、 

「生涯スポーツ」「一貫指導」の観点から 2013 年に復活を果たしました。8 年目を迎えた 2020 年度

シーズンは在籍選手数の問題から苦しいシーズンになりました。2021 年度（9 年目）は

【 Re:Start 】を合言葉にユースチームの再スタート・再建を目指していきます。 

 

U-18 年代のサッカーといえば冬の高校サッカー選手権（U-18 年代＝部活動）をイメージする選手が

大半であると思います。しかし昨今、J リーグの下部組織チームに加え、街のクラブチームの数も増

え、活動内容（参加大会など）も非常に充実しています。神戸 FC ユースは高円宮杯 U-18 サッカー

リーグ（高体連も参加、最上位はプレミアリーグ）を 1 年間の活動の軸とし、その他クラブ連盟主催

の大会に出場します。クラブ連盟主催大会は年間で夏・冬の 2 度に渡り、全国大会が実施され、

Town Club CUP（街クラブの全国大会）も 2017 年度から設立されました。 

 

[主な出場大会（公式戦）] 

2 月：高円宮杯 U-18 サッカーリーグ（～9 月） ※2022 年度から出場予定 

4 月：日本クラブユースサッカー選手権（U-18）大会 関西地区予選 

     ※上位チームは夏に開催される全国大会に出場 

8・9 月：関西クラブユース地域リーグ（U-18） 

12 月：日本クラブユースサッカー（U-18）Town Club CUP 

     （関西クラブユース地域リーグの上位チームが出場） 



■神戸 FC ユースをご検討中の皆様へ  

2021 年度は神戸 FC ユースの【 Re:Start 】であり、新たな歴史を作る再スタートとなります。多く

の苦難が待ち構えていると思いますが、熱い想いを持った選手とともに、神戸 FC ユースを盛り上げ

ていければと考えております。そして日本クラブユースサッカー（U-18）Town Club CUP 出場、高

円宮杯 U-18 サッカーリーグでの上位リーグ昇格を目標に設定して、日々の活動に取り組んでいきま

す。また本クラブは全ての年代で登録チームを持っており、公式戦や練習試合、練習に加え、他のカ

テゴリーとの交流が盛んです。他年代との交流も交えながら、ひとりの人間としての成長も大切にし

ていきます。 

最後に神戸 FC ユースでは学校生活とは違った環境の中で、サッカーを通じて新たな仲間と出会い、

同じ目標に向けて全員で活動に取り組んでいきます。「勉強は学校」で、「サッカーは大好きなクラ

ブ」で。文武両道を怠らず、高校の部活動では味わう事のできない経験を積みましょう！！  

是非、一度体験練習会にご参加いただければと思います。  

 

To The Next Stage 

Re:Start【再スタート・再建】 

新たな歴史を作ろう 

 

 



【募集対象】①15 歳～18 歳（新高校 1 年生～新高校 3 年生）※2003.4/2～2006.4/1 生まれ 

②ともに「新たな歴史」を作りたいという熱い想いを持った選手 

③文武両道を怠らず、クラブ活動・勉強ともに全力で取り組める選手 

【募集人数】20 名程度 

【チーム登録】神戸 FC ユースに選手登録をします。 

※サッカー協会、クラブユースサッカー連盟主催の大会（公式戦）に参加 

【活動日】平日：毎週火曜日・木曜日で練習を行います（水曜日の活動も検討中）。 

土・日・祝：練習、又はトレーニングマッチを行います。 

 【活動場所】磯上公園球技場（神戸市中央区八幡通 2-1-20 ※三ノ宮駅から徒歩 7 分） 

 【費用】入会金：10,000 円 ※入会時のみお支払いいただきます。 

会費：（月額）6,000 円 ※年 3 回の納入 

ボール代：2,000 円 ※年 3 回の納入（活動で使用するボールをクラブで保管・管理）   

年間活動費：10,000 円（年 1 回） ※サッカー協会登録費、保険代等が含まれています。 

     ※その他、ウェア関係は別途費用がかかります（練習着、移動着など）。 

※試合用のユニホームは貸与。パンツ・ソックスは購入となります。 

【スタッフ】 

統括：倉 直樹（JFA 公認 B 級指導者）  監督：小川 晃平（JFA 公認 B 級指導者） 

コーチ：藤野 天陽（JFA 公認 C 級指導者） / 山口 直之（神戸 FC シニア B 所属選手） 

安部井 雄太（JFA 公認 B 級指導者） / 氣田 奎一（神戸 FC ユース出身） 

 
    一般社団法人 神戸フットボールクラブ 

      2021年度 神戸FCユース（U-18） 
 

     募 集 要 項 



【体験練習会】第 1 回目：3 月 14 日（日）17：00～19：00 会場：磯上公園球技場 

    第 2 回目：3 月 21 日（日）17：00～19：00 会場：磯上公園球技場 

第 3 回目：3 月 28 日（日）17：00～19：00 会場：磯上公園球技場 

【体験練習会申込方法】体験練習会に参加希望の方は別紙申込書をご記入の上、メール、又は FAX、

郵送にてお申込み下さい。 

※体験練習会には複数回参加していただいても構いません。 

※体験練習会に参加できない場合は個別にご相談下さい。 

 別日で参加していただけるように調整致します。 

※体験練習会への参加費は無料です。 

【申し込み先】宛先：神戸フットボールクラブ ユース担当：小川 晃平 宛 

MAIL：youth@kobe-fc.com  FAX：078-271-1213 

       郵送：〒651-0085 神戸市中央区八幡通 3-2-5-201 

【入会について】①体験練習会に参加後、入会資料をお渡しします。 

        ②入会を希望する選手は 3 月 31 日（水）までに必要書類をご記入の上、 

お申し込み下さい。 ※4 月以降も選手人数次第では募集を継続します。 

【その他】何かご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。 

     お問い合わせ先 TEL：078-252-7130 MAIL：youth@kobe-fc.com 

（神戸 FC ユース担当：小川） 

 

 

 

 

一般社団法人 神戸フットボールクラブ 

【事務局】  神戸市中央区八幡通 3-2-5  
          IN 東洋ビル 201

( )252 (078)271  

mailto:youth@kobe-fc.com
mailto:youth@kobe-fc.com


 

 （一社）神戸フットボールクラブ　ユース担当　小川　宛

2021年度
新学年

電話番号①
（選手）

電話番号②
（保護者）

メールアドレス①

（選手）

メールアドレス②

（保護者）

身　長 体　重

国　籍 サッカー歴

中学校名
中学所属

（3種年代）
チーム名

高校名
（進学予定）

利き足

保護者氏名

備考欄

※楷書体ではっきりとご記入下さい。特にメールアドレスの記入にはご注意下さい。

【申し込み方法】　
この申込用紙に必要事項を明記の上、メール・FAX・郵送いずれかの方法にてお申し込み下さい。

【申し込み先】
MAIL       youth@kobe-fc.com（申込用紙をメールに添付して下さい）
FAX　　　　078-271-1213 
郵送　　　 〒651-0085　神戸市中央区八幡通3丁目2番5号IN東洋ビル2F 201号室　

 （一社）神戸フットボールクラブ　ユース担当　小川　宛

【締め切り】　体験練習会の前日まで　※第1回目の体験練習会の受付締切日は3月13日（土）まで

※応募で頂いた個人情報は、第3者に提示または、開示するものではありません。 

体験練習会
参加希望日

 参加希望の日程に○印を付けて下さい。　※複数回参加可能です

2021年度 神戸FCユース（U-18）

体験練習会　申込書用紙

 新　　　　高1　　・　　高2　　・　高3

 生年月日

フリガナ
選手名前

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

 〒

右利き ・ 左利き ・ 両利き

3月14日（日）　　・　　3月21日（日）　　・　　3月28日（日）

ｃｍ ｋｇ

住　所

　　　　　　　　  　　　年　

西暦　　　  年　　　月　　　　日　生


