アルビレックス新潟ドリームクラブ 実施報告
 アカデミー各カテゴリー 戦績報告
■在籍人数
33名（3年11名 2年9名 1年13名）

U-18（男子高校生年代）
アカデミーウェアパートナー
ユニフォーム胸面：亀田製菓
アルビレックス新潟の高校生年代のチームです。将来の
トッププロを目指し日々切磋琢磨をして、トレーニング
に励んでいます。有望な選手は2種登録をして、トップ
チームの公式戦に出場することもあります。

■主な戦績（2016年度）
・高円宮杯U-18サッカーリーグ2016プレミアリーグEAST 4月～12月（10チーム中10位）
・高円宮杯U-18サッカーリーグ2016新潟県リーグ（N2）4月～10月 9位 ※2ndチームが参加
・第20回北信越クラブユースサッカー選手権大会（U‐18）大会 5月～6月 優勝
・第40回日本クラブユースサッカー選手権（U-18）大会 7月～8月 予選敗退
・2016Jユースカップ第24回Jリーグユース選手権大会 10月～11月 2回戦敗退
■個人選出歴
・長谷川 巧 U-19日本代表、2016SBSカップ国際ユースサッカー
・本間 至恩 U-16日本代表候補
・原田 新大 新潟県国体選抜
・五十嵐 新 新潟県国体選抜
・藤田 和輝 新潟県国体選抜、第20回国際ユースサッカーU-17新潟県選抜
・押久保 塩音 新潟県国体選抜
■トップチーム登録（2種登録）選手
■長谷川 巧 HASEGAWA Takumi
・ポジション DF
・生年月日 1998年10月6日
・背番号 33
・出身地 新潟県

 天皇杯3回戦レノファ山口FCでは、
長谷川選手がスタメン出場

 今シーズンから、念願の来季プレミアリーグ参入。

アルビレックス新潟ドリームクラブ 実施報告
 アカデミー各カテゴリー 戦績報告

U-15（男子中学生年代）
アカデミーウェアパートナー
ユニフォーム胸面：亀田製菓
ユニフォームパンツ：ふむふむJ

■在籍人数
・新潟51名（3年16名 2年18名 1年17名)
・長岡36名（2年20名 1年16名)

アルビレックス新潟の中学生年代のチームです。
将来のプロ選手を目指すこと、スポーツから学ぶ生活
経験、仲間と協力し助け合う大切さを体験します。
個々の心と身体の成長発達に沿ってコーチングします。
■主な戦績（2016年度）
＜U-15新潟＞
・JFAﾌﾟﾚﾐｱｶｯﾌﾟ2016北信越大会 3月 第1代表
・JFA PREMIER CUP supported by NIKE2016 5月 予選リーグ敗退
・第31回大会日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 新潟県予選大会 6月 準優勝
・第31回大会日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 北信越大会 7月 優勝
・第31回大会日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 8月 ラウンド32敗退
・高円宮杯第7回北信越ﾕｰｽ（U-15）ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ2016 4月～11月
・第2回北信越ﾕｰｽ(U-13)ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ 4月～11月
・2016年度新潟県ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ連盟U-14新人戦 8・9月 優勝
・第10回北信越ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ新人大会 10月 3位
・高円宮杯第27回全日本ﾕｰｽ（U-15）ｻｯｶｰ選手権大会 12月
＜U-15長岡＞
・高円宮杯2016年度新潟県U-15サッカーリーグ 3部リーグ 5月～10月 優勝
・第31回大会日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 新潟県予選大会 5月～6月 6位
・2016北信越クラブユースサッカー（U-15）ﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟ大会 7月
・2016年度新潟県クラブユースサッカー連盟U-14新人戦 9月 5位
・2016年度北信越クラブユースサッカー（U-14）フェスティバル 10月
・2016年新潟県U13大会 7月～10月
・2016年第5回新潟県クラブユースサッカー(U-13)大会 11月～12月
■個人選出歴
・本田 修也
・遠藤 貴成
・川北 健斗
・小林 太陽
・小田
凛
・土山 龍都
・高橋 蒼天
・森田
翔
・山本 倖生
・大矢 瑞樹
・永井龍之介

JFAエリートプログラム
U-14北信越ﾄﾚｾﾝ、U-14Jリーグ選抜スウェーデン遠征参加
U-14北信越ﾄﾚｾﾝ
U-14北信越ﾄﾚｾﾝ、U-14Jリーグ選抜スウェーデン遠征参加
U-14北信越ﾄﾚｾﾝ
U-14北信越ﾄﾚｾﾝ
U-13北信越ﾄﾚｾﾝ、JFAエリートプログラム、U-13Jリーグ選抜中国遠征参加、
JFAエリートプログラムスペイン遠征参加
U-13北信越ﾄﾚｾﾝ、U-14Jリーグ選抜タイ遠征参加
U-13北信越ﾄﾚｾﾝ
U-13北信越ﾄﾚｾﾝ
JFAエリートプログラムU-13

アルビレックス新潟ドリームクラブ 実施報告
 アカデミー各カテゴリー 戦績報告

U-12（男子小学生年代）
アカデミーウェアパートナー
ユニフォーム胸面：亀田製菓

■在籍人数
36名
（6年生8名・5年生10名・4年生10名
3年生7名・2年生1名）

アルビレックス新潟の小学生年代のチームです。
この年代は将来の基礎技術力獲得において最も大切な時期
です。対戦試合での勝利に一喜一憂することなく、ひとり
ひとりの将来の成長に重点を置きます。生活のしつけ面も
保護者の方と共に成長をサポートします。
■主な戦績（2016年度）
・バーモントカップ第26回(2016年)全日本少年フットサル大会新潟県大会 3月 予選リーグ敗退
・JA全農杯チビリンピック2016小学生8人制サッカーin北信越 3月 第5位
・第24回TeNY杯ちびっこミニサッカーフェスタ（U-10） 5月 ベスト16
・第13回しんきんカップ新潟県少年サッカー選手権大会 8月 ベスト8
・U-12ジュニアサッカーワールドチャレンジ2016 8月 第14位
・第24回新津カップ新潟県少年サッカー5年生大会 10月 予選リーグ敗退
・第40回全日本少年サッカー大会新潟県大会 10月～11月
■個人選出歴
・和田 侑己 チャレンジ新潟 メンバー （U-12県トレセン候補）

アルビレックス新潟ドリームクラブ 実施報告
 アカデミー各カテゴリー 戦績報告

レディースU-18･15
（女子高校生・ 中学生年代）

■在籍人数
37名
（U-18:13名 U-15:24名）

アカデミーウェアパートナー
ユニフォーム胸面：亀田製菓
アルビレックス新潟の女子高校生年代以下のチームです。将来のなでし
こリーグで活躍することを目指して基礎技術力獲得からレディーストッ
プチームに準ずるトレーニングも行います。
■主な戦績（2016年度）
・第38回全日本女子ｻｯｶｰ選手権大会新潟県大会 6・7月 優勝
・第38回全日本女子ｻｯｶｰ選手権大会北信越大会 9月 4位
・第20回全日本女子ﾕｰｽｻｯｶｰ選手権大会新潟県大会 8月 優勝
・第20回全日本女子ﾕｰｽｻｯｶｰ選手権大会北信越大会 10月 優勝
・北信越リーグ 4月～9月 2位
・U-18 WOMEN'S SUPER LEAGUE2016 4月～12月
・第21回新潟日報杯 11月
・第21回全日本女子ﾕｰｽ（U15)ｻｯｶｰ選手権大会新潟県大会 4月 優勝
・第21回全日本女子ﾕｰｽ（U15)ｻｯｶｰ選手権大会北信越大会 6月 3位
・第8回ヴィーナスカップ 11月

■個人選出歴
・唐橋 万結 新潟県国体選抜、U17日本代表女子候補キャンプ（4月、7月、8月）
U-17日本代表女子（FIFAU17女子W杯ヨルダン/9-10月）
・白井 ひめ乃 新潟県国体選抜
・千野 七海 新潟県国体選抜、U18日本代表女子候補キャンプ(9月)
・阿部 文音 JFAエリートプログラムU-13(3月)、JFAエリートプログラムU-14（中国遠征5月）、
北信越トレセン
・山口 歌子 JFAエリートプログラムU-13(3月)、北信越トレセン
・堀内 香歩 JFAエリートプログラムU-13(5月・9月)、北信越トレセン
・中島
彩 JFAエリートプログラムU-13(5月)、新潟県トレセン
・小野 杏菜 GKセレクションキャンプ(7月)、GKキャンプ（8月）、北信越トレセン
＜北信越トレセン＞
・坂井瑠南 渡邉さくら 遠藤沙和 相馬帆花 加藤月唯 斎藤佑里 岡部莉子 三浦七海 小林眞彩 鶴巻美優
＜新潟県トレセン＞
・原田采世 山後玲奈 佐藤茉由 小林花鈴 後藤渚月 伊藤舞 山浦湖杜音 桑原理子
■下部組織選手登録
■唐橋 万結 KARAHASHI Mayu
・ポジション MF
・生年月日 1999年8月4日
・背番号 25
・出身地 新潟県
 2016プレナスなでしこリーグカップ１部 第1節
岡山湯郷Belleに出場し勝利に貢献した
唐橋万結選手

■千野 七海 CHINO Nanami
・ポジション MF
・生年月日 1998年10月20日
・背番号 29
・出身地 新潟県

アルビレックス新潟ドリームクラブ 実施報告
 サッカー教室 活動報告

サッカー教室・各種スポーツ教室
子どもたちや地域の皆様にサッカーの楽しさを体感してもらう出張型のサッカークリニックと参加者
を広く募集する募集型のサッカー教室を県内各地で開催しました。サッカーを通じて体の動かし方、
神経系の発達を促し、スポーツの3大要素のひとつである「する」スポーツを実践しました。
《募集型》
■ナミックス㈱ サッカー教室
・日程：5月21日（日）
・会場：ﾃﾞﾝｶｽﾜﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ
（新潟市）
・参加者：小学生47名

■ドコモCS㈱ サッカー教室
・日程：7月9日（土）
・会場：新潟県ｽﾎﾟｰﾂ公園（新潟市）
・参加者：小学生55名

■サッカー教室・普及活動年間参加回数
延べ327回（2016年11月末現在）
・日程：7月24日（土）
・会場：新潟聖籠ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ
ｱﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ（聖籠町）
・参加者：小学生51名

・日程：5月15日（日）
・会場：新潟聖籠ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ
ｱﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ（聖籠町）
・参加者：女子小学生18名

・日程：9月11日（日）
・会場：NSGｶﾚｯｼﾞﾘｰｸﾞﾌｯﾄｻﾙｺｰﾄ
（新潟市）
・参加者：小学生49名

・日程：10月15日（土）
・会場：北陽西公園（長岡市）
・参加者：小学生26名

■明治安田生命保険相互会社 サッカー教室
■デンカ㈱ サッカー教室
・日程：5月22日（日）
・日程：9月10日（土）
・日程：10月9日（日）
・会場：ﾆｭｰﾀｳﾝ運動公園（長岡市） ・会場：新潟県ｽﾎﾟｰﾂ公園（新潟市） ・会場：デンカビッグスワン
・参加者：小学生105名
・参加者：小学生92名
・参加者：小学生240名

アルビレックス新潟ドリームクラブ 実施報告
 サッカー教室 活動報告
《出張型》
■ナミックス㈱ サッカー教室
・日程：7月4日（月）
・会場：にしやま保育園（柏崎市）
・参加者：年中・年長園児 51名

・日程：8月29日（月）
・日程：9月9日（金）
・会場：上町保育園（南魚沼市） ・会場：網川原保育園（新潟市）
・参加者：年中・年長園児 38名 ・参加者：年長園児 31名

・日程：10月7日（金）
・会場：東部第二保育園（長岡市）
・参加者：年中・年長園児 75名

・日程：10月14日（金）
・会場：きららおひさまこども園（燕市）
・参加者：年長園児 63名

・日程：12月16日（金）
・会場：大栄保育園（新発田市）
・参加者：年中・年長園児 21名

■新潟県信用農業協同組合連合会 サッカー教室
・日程：11月9日（水）
・日程：10月14日（金）
・会場：あおばこども園（新発田市） ・会場：新保保育園（長岡市）
・参加者：年長園児 40名
・参加者：年中・年長園児 9名

・日程：11月11日（金）
・会場：柏崎さくら保育園（柏崎市）
・参加者：年中・年長園児 45名

■新潟綜合警備保障㈱ サッカー教室
・日程：9月12日（月）
・会場：双葉保育園（佐渡市）
・参加者：年中・年長園児 53名

■イーグルブルグマンジャパン㈱ サッカー教室
・日程：10月7日（金）
・日程：9月30日（金）
・会場：かわひがし保育園（五泉市）・会場：すもと保育園（五泉市）
・参加者：年中・年長園児 23名 ・参加者：年中・年長園児 27名

■新潟青山法律事務所 サッカー教室
・日程：10月19日（水）
・日程：10月11日（火）
・会場：亀田平和の園保育園（新潟市）・会場：赤塚保育園（新潟市）
・参加者：年中・年長園児 24名
・参加者：年中・年長園児 29名

■東日本高速道路㈱ サッカー教室
・日程：9月21日（水）
・会場：こばと保育園（新潟市）
・参加者：年中・年長園児 36名

アルビレックス新潟ドリームクラブ 実施報告
 サッカースクール 活動報告

サッカースクール
アルビレックス新潟クラブコンセプト［地域の人々と共に『活気あふれるまちづくり』に貢献します］に
あるように、アルビレックス新潟サッカースクールは「地域と共に歩む」がコンセプト。
新潟市内各校、聖籠、長岡、刈羽・柏崎エリアに12校のスクールを展開し、さらに月一回の月イチスクー
ルとして、南魚沼校も開催し、さらにエリアは拡大しています。トッププロになりたい夢から生涯スポー
ツの楽しみとして夢をかなえることができる総合サッカースクールとして、地域の皆様と共に子どもたち
の夢を育みます。

■在籍人数
1,009名（2016年10月末現在）

男子

女子

合計

美咲校

117

10

127

駅南校

183

21

204

東新潟校

241

8

249

寺尾校

50

4

54

亀田校

104

3

107

アルビレッジ校

20

1

21

白根校

12

0

12

長岡校

34

0

34

刈羽・柏崎校

22

1

23

秋葉校

44

2

46

南長岡校

24

1

25

西蒲SC城山校

12

0

12

スペシャル

56

2

58

U-12

37

0

37

合計

956

53

1,009

■正課園児数
※幼稚園・保育園などで、年間を通じて定期的に訪問し、
サッカースクールを行っている園。
9園 646名（2016年10月末現在）

 2015年に月イチスクールとして開校した南魚沼校の様子

 元アルビレックス新潟選手の内田潤スクールコーチ

