関係者各位
バンディオンセ神戸 事務局

BANDITONCE KOBE
201８年度 新中学１年生 体験練習会のご案内

この度、当クラブでは 201８年度 新中学 1 年生の選手募集、及び体験練習会を実施
しております。
バンディオンセ神戸は、全国大会出場という大きな目標を持ったチームです。ボール（想
い）を大切にしながら主導権を握ること。試合に必要な技術と判断を磨いて、あらゆる
状況にも戦える術のある多彩な選手、多彩なチームを目指します。
ジュニアユースチーム（中学生年代）発足からの約１０年間で、兵庫県クラブユース
選手権にて優勝、関西大会出場。高円宮杯 U15 選手権においても関西大会に数回出場。
リーグ戦では県リーグ２部に所属し、選手達は高いレベルの中で公式戦を経験する事が
出来ています。今後は、県１部昇格をめざし、更には関西リーグで継続して戦えるチー
ムに成長させていきます。
また、バンディオンセ神戸での３年間だけでなくその先の高校年代での活躍も目標に掲
げています。多くの卒団生が高校年代、大学サッカーで活躍しており、中には全国大会
出場や国体メンバーに選出されるなど、育成の成果も出ています。
当クラブでは、セレクション（入団テスト）は行っておらずどなたでも入団できます。
全ての選手に対して、サッカーの本質を追求する。必要な技術を習得する。個人、グル
ープ、チーム戦術まで細かく丁寧に指導します。幅広く多彩に戦える選手を育て、次の
ステージへ送り出します。
学問の面においてもおろそかにせず、社会性を育みながら自立させることを念頭に指
導にあたります。身体も心も逞しく成長させ、一人の大人として社会へ送り出すことも
我々の使命だと考え、生活指導面にも力を入れていきたいと思っております。
当クラブに入団をご希望、ご検討の方、進路についてお悩みの方など、是非一度 体
験練習にご参加下さい。

2018 年度 新一年生選手募集
【選手募集】
■ 対
象
■ 募集人数
■ 入会条件

：
：
：

２０１８年度 新中学１年生（現小学６年生）
３６名程度（フィールド３３名 GK３名）
① サッカーに対して情熱がある選手
② バンディオンセ神戸の指導方針にご理解、ご賛同していただける方
③ 保護者の経済的なサポートが全面的にあること

【体験練習会】
■ 実施日：１２月１日（金）、４日（月）、６日（水）
、８日（金）
、１１日（月）、
１３日（水）、１5 日（金）、20 日（水）、22 日（金）
※ U13 の活動状況により土・日のご参加も可能です。ご希望の場合は事務局（小野寺）までお問い合わせ下さい。

■ 内

容

：現中学 1 年生の通常練習に参加

■ 会

場

：兵庫突堤グラウンド（神戸市兵庫区）、他

■ 時

間

：18：20 ～ 20：２0 ※ 土・日の場合は異なります。個別対応にてご案内致します。

■ 受付人数：[フィールドプレーヤー 各日１０名程度]

[GK

各月・水曜日３名程度]

■ 申込方法：申込書をＦＡＸ・郵送・メールのいずれかの方法で当クラブ事務局までご提出ください。
■ 締 切 り：体験練習会 各日程 ４日前 まで
原則、締切りを過ぎてからの申込みは受付できませんが空きがある場合は対応させて頂きます。
ご希望の際は一度お電話にてご連絡ください。[事務所 TEL０７８-６８１-１４１４]

＜体験練習会お申込みにあたって＞
・体験練習会には複数回参加可能です。（申込多数の場合は、初回の方を優先にさせてもらう場合がございます。）
・参加の当日は保護者様の引率をお願い致します。
・参加人数の状況に応じてご希望日に沿えないこともございますので、予めご了承ください。
・確認書の日程でご都合が悪くなった場合、変更も受付けます。事務局までご相談下さい。
・雨天時などは中止になる場合がございます。その場合事務局より連絡をし、別日へ振替の調整をさせて頂きます。
・参加中に起きたケガ等につきまして、当クラブでは一切の責任を負い兼ねますので予めご了承ください。

＜体験練習会お申し込みの手順＞
① 体験練習会参加申込書にご記入の上、ＦＡＸ・郵送・メールのいずれかの方法で事務局へ提出して下さい。
② 事務局にて日程を調整し受付完了のお知らせをメールにてご連絡します。
※ 希望日の２日前までにメールが無い場合は事務局(担当 小野寺)までご連絡ください。
③ 体験練習会当日、練習開始 15 分程前にご来場ください。

チーム紹介
今の在籍人数は？
3 年生（17 名）
２年生（26 名）
１年生（14 名）
平日の練習日はいつか？

月、水、金
平日の練習はどこで何時か？
・兵庫突堤グラウンド １８：２０～２０：２０
・須磨海浜公園球技場 １７：２０～１９：００
・垂水健康公園球技場 １７：２０～１９：００
●兵庫突堤 G を主会場としていますが、以下の通りシーズンにより利用する会場が変わります。
5～6 月

須磨海浜公園球技場

7～8 月

垂水健康公園球技場

9～４月

兵庫突堤Ｇ
兵庫突堤 G では 3 学年が同時に行えない為、
3 学年が交代で週１回程度、以下の会場でも練習をすることがあります。
・村野工業高校
・垂水スポーツガーデン
・灘浜スポーツゾーン（人工芝）
※ 利用頻度の多い順に記載

送迎はあるのか？
９～４月 期間の兵庫突堤 G の際には、チームバスにて送迎を行っております。
※ 神戸市外地域から通っている選手も多数います。
送迎を利用して頂くことで遠方からでもチーム活動に参加しやすくなってき
ております。
送迎はどこを回っているのか？
以下の 2 ルートで運行しております。
西区、垂水区ルート
送迎所
西神中央駅（郵便局前）
西神南駅（北側陸橋）
伊川谷駅（伊川谷交差点東側）
学園都市駅（西側タクシー乗場付近）
名谷駅（北側ヤナセ前）
湊川公園西口バス停
兵庫突堤グラウンド到着

出発時間
17：15

解散時間
21：30～21：55

17：20
17：25
17：30
17：45
18：00
18：15

21：25～21：50
21：15～21：40
21：10～21：35
21：00～21：25
20：45～21：10
20：30～20：55

須磨区、長田区、兵庫区ルート

出発時間

解散時間

板宿駅

17：45

20：55～21：20

高速長田駅（自転車あさひ前）

17：55

20：45～21：10

新開地駅

18：05

20：40～21：05

神戸駅南側ロータリー

18：10

20：35～21：00

兵庫突堤グラウンド到着

18：15

20：30～20：55

送迎所

土日祝の活動、その頻度は？
公式戦、練習試合、練習、など ほぼ毎週活動しています。
・公式戦、練習試合ではチームバスにて移動することが多いです。
・会場によっては社会勉強を含めて現地集合にするときもあります。

合宿の時期は？
春に１回、夏に１～２回、冬に１回がいままでの実績です。

進路については？
進路先のご紹介です。中学１年生の頃より成績表を提出してもらうなど将来を常に見据え
サッカーだけにならず、学校の成績も同様に重要視しています。
これまで、当クラブからはクラブ活動をしながらでも進学校を合格する選手が数多くいま
す。また、サッカーにおいても県内、県外ともに強豪校へ特待制度を受けて進学する選手
も多数います。
サッカー推薦などでの進学先
滝川第二高校、神戸弘陵高校、神戸国際高校、神戸星城高校、帝京第三高校(山梨県)、
大分高校（大分県）、帝京第五高校（愛媛県）、東海大翔陽高校（静岡）、徳島市立高校（徳島県）、
福知山成美高校(京都府)、野洲高校（滋賀県）、立正大湘南高校(島根県)、

ロアッソ熊本ユース（Ｊリーグチーム下部組織）、等々
難関高校進学
長田高校、夢野台高校、滝川高校、関西学院高等学校、北須磨高校、神戸高校、葺合高校、等々

その他
【

成

績

】

●高円宮杯 全日本ユース（U-15）選手権
兵庫県大会

２０１４年度

準優勝

関西大会

２０１４年度

出場

兵庫県大会

ベスト４
２０１６年度 出場

関西大会

２０１６年度

●クラブユース選手権 （U-15）
兵庫県大会

２０１１年度

優勝&MVP 選手輩出

関西大会

２０１１年度

出場

●クラブユース新人戦（U-14）
兵庫県大会

２０１３年度

ベスト４。

セレクションなしで上記の成績をおさめていることに各方面より高い評価を
受けています。
常に高い目標を掲げて上位をめざし、関西大会にて勝てるチーム作りに奮闘中。

【 トレセン輩出実績 】
神戸市トレセン

１０年間連続輩出（２期生～１３期生まで）

兵庫県トレセン

過去 ６ 名 輩出

【

OB の活躍

】

OB のほとんどが高校でもサッカーを続けており、各進学先にて活躍している選手もたくさんいます。今後も
継続して高校年代で活躍できる選手を送りだしていきます。

全国大会など出場者紹介
２０１３年度 全国高校サッカー選手権

帝京第三高校 南幸希

（神戸 FC ボーイズ） 全国大会出場

２０１４年度 全国高校総体サッカー競技

神戸弘陵高校 竹並壘

（学園ＦＣ）

全国大会出場

２０１４年度 全国高校サッカー選手権

滝川第二高校 八木脩斗

（新多聞ＳＣ）

全国大会出場

２０１５年度 全国高校総体サッカー競技

徳島市立高校 四ツ谷直樹（蓮池ＳＣ）

２０１５年度 国民体育大会（成年男子）

兵庫県代表（流通科学大学）

２０１７年度 全国高校総体サッカー競技

市立尼崎高校 羽當瑛智

（板宿 SC）

全国大会出場

２０１７年度 近畿高校総体サッカー競技

明石商業高校 堀剛琉

（新多聞 SC）

近畿大会出場

明石商業高校 和田大成

（新多聞 SC）

近畿大会出場

〃

〃

全国大会出場

南幸希（神戸ＦＣボーイズ）ミニ国出場

バンディオンセ神戸 201８年度 新中学 1 年生 体験練習会参加申込用紙
フリガナ

印

保護者氏名

選手氏名

〒

住 所
TEL

FAX

緊急連絡先

メール

１２/

体験練習会

１（金）

１５日（金）

参加希望日

４（月）
２０日（水）

６（水）

８（金） １１（月） １３（水）

２２日（金）
（○をつけて下さい。）

所属チーム

ポジション

学校名

小学校

進学先中学校

中学校

入団希望調査ご協力のお願い（○をつけて下さい。
）

当クラブへの入団を希望する

他チームと検討中

部活と検討中

備考欄 （ご相談などありましたらご記入下さい。
）

※申し込みの際に頂いた情報は、第三者に開示するもではありません。

＜注意事項＞
体験練習会時の怪我等について応急処置は行いますが一切の責任は負い兼ねますので、その後の対応につい
ては各自でお願いします。

＜お申込・お問い合わせ先＞
バンディオンセ神戸 事務局

郵

送

担当：小野寺

〒６５２－０８５３
神戸市兵庫区今出在家町１－２－１５上田ビル２F

メール

m-onodera@banditonce-kobe.jp

（月～日 / 24 時間対応）

ＦＡＸ

０７８－６８１－１４１３

（月～日 / 24 時間対応）

携帯

０８０－４２２１－８０７２

（月～金 / 9～16 時、20～22 時 対応）

