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２０２１年度 創設



１．クラブ概要 中学年代のサッカーチーム(ジュニアユース)

１ クラブ名 Football Club Aslan Azul   (ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ ｱｽﾗﾝ ｱｽﾞｰ)

２ 所在地 群馬県安中市

３ クラブスタッフ (２０２１年４月現在)
U13監督 神戸 亮彦 1994年生まれ 公務員 新島学園サッカー部コーチ
コーチ 狩野 貴史 1990年生まれ 会社員 Azulサッカースクールコーチ
コーチ 大山 徹 1996年生まれ 会社経営 元プロサッカー選手(クロアチア)
コーチ 唐澤 佳吾 1998年生まれ 公務員 KⅡビクトリーズFCコーチ
コーチ 諸田 友輝 1999年生まれ 大学生 新島学園サッカー部 コーチ
コーチ 内山 拓実 1999年生まれ 大学生 新島学園サッカー部 コーチ
GKコーチ 高橋 秀典 1994年生まれ 会社員 社会人１部リーグチーム所属
コーチ 杉山 太陽 2003年生まれ 大学生 Azulサッカースクールコーチ

４ クラブ歴 設立 ２０２１年 ４月
２０２１年 ４月 U13(中学１年生) 入団 ２１名(２０２１年８月現在)

５ 活動場所 新島学園スタジアム(安中市安中4172) 人工芝サッカー場(２０１８年完成)

６ ホームページ FC Aslan Azul（https://aslanazul.com/）

https://aslanazul.com/
https://aslanazul.com/


２．理念 PHILOSOPHY

当クラブでは、人間力の形成を重視し、将来、日本社会、ひいては国際社会で活躍でき
る人材を育成していくことを目的としています。

サッカーの技術向上

良いサッカー選手である前に、良い人間であれ

人間力を高める

文武両道

卓越した技術、自ら考えプレーする力
相手を尊重するフェアプレー精神

挨拶、返事、身だしなみ、気づき
強い精神力、忍耐力 ⇒ 継続する力
常識とマナー、善悪の判断
コミュニケーション能力

知識、想像力、思考力、語学力
学問から多くのことを学び、勉学に取り
組む姿勢を養う姿勢



３．ミッション MISSION

目標

群馬県 優勝
関東大会、全国大会出場

選手数 各年代１５名～２０名 (毎年セレクションを実施)
レベルの高い選手の育成に取り組む
少数精鋭で、一人ひとりの選手を大切に指導

一貫指導：新島学園高校サッカー部との連係し、６年間一貫指導実現

６年一貫指導で、世界に通用する選手、人間の育成



４．クラブ設立の意義①

「部活動は必ずしも教師が担う必要のない業務であることを踏まえ、部活動改革の第一歩として、
（中略）休日に教師が部活動の指導に携わる必要がない環境を構築」、「部活動の指導を希望する
教師は、引き続き休日に指導を行うことができる仕組みを構築」(２０１８年文科省資料より抜粋)

Ⅱ部活動とクラブ化の一体化

時代背景

部活動のクラブ化
２０２３年度より、全国で段階的に実施することを提言(文科省)

Ⅰ部活動の現状

運動部活動おいて、顧問となる教師の長時間労働につながるとともに、教師に競技経験等がないた
めに、生徒が望む専門的な指導ができない、生徒のスポーツニーズに必ずしも応えられていないこ
と等の課題(２０１８年 スポーツ庁資料より抜粋)

適切な休養日等の設定 生徒のニーズに踏まえた適度な運動 出場する大会の見直し



４．クラブ設立の意義②

地域の現状

Ⅰ現状 部活動改革における中学校部活動制限

地元の部活動に入らずに、市外のサッカークラブチームに所属している選手の増加

市外クラブチームに通うため、多くの保護者が遠方(市外)まで送迎を行っている

地元中学にサッカー部がなく、サッカーを断念せざるを得ない現状

Ⅱ現状 施設環境の不足

市自治体で管理しているフルコートサイズの
天然芝・人工芝サッカー場がない

例)安中・富岡地区
富岡の全部の中学校
松井田東中学校
松井田北中学校

意欲ある選手のモチベーションが高まらない

Ⅲ現状 人口の減少

安中市 １５歳未満の人口 ２０２０年 5679人 ⇒ ２０４０年 3654人！



４．クラブ設立の意義③
当クラブの存在意義

部活動改革の流れ、安中市の現状を踏まえると、当クラブの役割は大きく、活動が余儀
なくされている子どもたちの場としても重要な存在であり、現に安中市、富岡地区で中
学校に「部活動がない選手」が入団をしている。また、２０１８年に完成したばかりの
天然芝の感覚に近くした、最新型の人工芝を使用しており、この環境で高いレベルで
サッカーをしたい「質の高い選手」の獲得にも成功している。さらに、県外強豪チーム
が遠征しにくることも多く、感受性の強い中学年代で多くの経験を積むことができる。

新島学園高校サッカー部の連係

文武両道を掲げ、全国大会を目指して、日々厳しいトレー
ニングを行っている高校サッカー部と同じ練習場となる。
近くに感じられるだけでなく、実際に高校と試合をして体
感することもできる。そして、同高校に進学し、一貫した
指導体制で、人間形成を図ることが可能。

６年間で一貫した指導で、人間力を養い、世界に通用する選手の育成を目指す。

中学に部活動がない選手の活動の場 意欲のある選手のスキルアップの場

時代のニーズに応えた指導環境の実現！

地域活性化への取り組み実現



５．グラウンド設備紹介

新島学園スタジアム：通称Nスタ

芝の種類：住友ハイブリッドターフEX  105m×68m

“ダントツ”の性能を備えた新人工芝

群馬県内で、No１の質の
人工芝採用

2018年5月完成

起立性としなやかさの両立を実現！

選手ベンチエリア完備 ビデオ撮影場＆得点盤完備 応援ベンチ完備



６．事業内容①

FC Aslan Azul 組織

スタッフ
監督 神戸 亮彦(ｶﾝﾍﾞ ｱｷﾋｺ) 1994年生 新島学園卒/ 公務員
コーチ 狩野 貴史(ｶﾉｳ ﾀｶﾌﾐ) 1990年生 新島学園卒/ 会社員
コーチ 大山 徹(ｵｵﾔﾏ ﾄｵﾙ) 1996年生 新島学園卒/ 会社経営
コーチ 唐澤 佳吾(ｶﾗｻﾜ ｹｲｺﾞ)  1998年生 新島学園卒/公務員
GKコーチ 高橋 秀典(ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾉﾘ)1994年生 伊勢崎商業卒/会社員
コーチ 諸田 友輝(ﾓﾛﾀﾞ ﾄﾓｷ) 1999年生 新島学園卒/大学生
コーチ 内山 拓実(ｳﾁﾔﾏ ﾀｸﾐ) 1999年生 新島学園卒/大学生
コーチ 杉山 太陽(ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｲﾖｳ) 2003年生 新島学園卒/大学生

アドバイザー
指導
内藤 秀和(ﾅｲﾄｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ)  新島学園高校監督
中村 圭介(ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ) 新島学園中学監督
戸塚 悠介(ﾄﾂﾞｶ ﾕｳｽｹ)      新島学園高校顧問

学習サポート
川合 健史(ｶﾜｲ ｹﾝｼﾞ) 新島学園教諭

充実したスタッフ陣
共通の指導理念を持ち、選手指導に当たる！
こんなにスタッフがそろっているクラブは、他には見られない！



６．事業内容②

月 火 水 木 金 土 日

OFF 練習 練習 OFF 練習 練習・試合 練習・試合

18:30～20:00 18:30～20:00 18:30～20:00

活動場所：新島学園スタジアム（群馬県安中市安中4172)

練習時間：下記掲載
遠征：長期休暇(春休み、夏休み、冬休み実施予定）
無料送迎：安中駅ーグラウンド間のみ(原則平日の練習時のみ)

出場する主要な公式大会(県内大会)について

活動内容①

12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

U13ﾘｰｸﾞ

U13協会長杯

U14ﾆﾜﾉｶｯﾌﾟ

U15ﾘｰｸﾞ

U15ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ選手権

U15高円宮杯選手権大会



６．事業内容③

活動内容②

勉強面でのサポート体制の充実
新島学園の現役教員が、以下の３日、時間で勉強面をサポート！

クラブ開始時間の空き時間を有意義に利用

全教科サポートし、つまづきやすい中学年代のバックアップを図る

月 火 水 木 金

16:00～17:30

新島学園教室
16:00～17:30

新島学園教室
16:00～17:30

新島学園教室



７．諸経費について

年間費・月謝

他クラブとの比較(2021年3月現在)

年間費：３５，０００円

月謝： ８，０００円
※新島学園在学の場合は、７，０００円

ケース２
年間費 10,000円
月謝 11,000円

年間
１４２，０００円

ケース１
年間費 18,000円
月謝 15,000円

年間
１９８，０００円

年間
１３１，０００円

ケース３
年間費 10,000円
月謝 15,000円

年間
１９０，０００円

ケース４
年間費 27,000円
月謝 13,000円 年間

１８３，０００円

近隣クラブより
も安い！

応援企業(スポンサー)もついてます！

スタッフ・子どもたちが充実した活動を行えるように支
援していただいています！

２０２１年度 ９社



８．セレクションについて

セレクション内容

詳細はホームページ参照
場所：新島学園スタジアム
内容：実技練習・ゲーム・面談(親子面談実施)

費用：無料
セレクション人数：１５～２０名程度

申し込み方法：HPからお申し込みください。

事前に練習会も実施しますので、ぜひ興味ある方はご参加ください。

時期が来ましたら、ホームページに詳細をアップします！


