
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営・協賛 

運営 合同会社ステラート 

取引 加茂商事（サッカーショップ KAMO）・adidas 

メインバンク みなと銀行 

 

クラブ概要 

クラブ代表 今井睦之 Nobuyuki Imai 

合同会社ステラート 代表業務執行社員 ・ 社会福祉法人星輝会 理事長 

指導実績 REDSTAR FC1 種(社会人) 神戸市 1 部リーグ優勝 3 回 / 兵庫県社会人県リーグ 1 部昇格 / 県リーグ 2 部昇格 

クラブ事務所 〒673-0005 明石市小久保 120-55Ａ-103   ☎078－920－8639 

名称 REDSTAR FC ジュニアユース U-15 

クラブスローガン Brave Heart 勇敢な心  

クラブ理念 青少年を含むあらゆる層の方々の健全で豊かな生活を応援し、地域に貢献できるクラブにな

ることを目指します。クラブを支援していただく全ての方々を大切なパートナーとして、理

念を共有し、ともに歩むことを目指します。  

 

http://toto-dream.com/
http://www.redstarfc.com/index.html


指導理念 

 

指導方針 

試合では１つのポジションにとらわれず、複数のポジションを経験し、戦術・戦略の知識をど

んどん積み重ねていきます。その中ではきっと今まで経験したことのない状況になりますが、

「勇敢な心」を持って課題に立ち向かい、成長して欲しいという希望を込めています。  

Total Football Club 

① 高校年代に繋がる指導をし、どこに行っても通用する選手を目指します。フィジカル、メンタル、スキル

の平均値を上げて個性を伸ばす指導をします。 

② 人として常識を身に付けれるように指導します。（挨拶、返事、受け答え、感謝、リスペクト、謙虚な心） 

③ チーム内の競争意識向上を目的とし、チーム力の強化を実践します。 

④ チーム力強化に対する目的として、日本クラブユースサッカー選手権大会関西大会出場、高円宮杯全日本

ユース関西大会出場を目指します。 

 

ＲＥＤＳＴＡＲ FC ジュニアユース スタッフ紹介 

監督 政 大樹 Daiki Masa コーチ 松本 遼磨 Ryoma Matumoto 

選手歴 滝川第二高校サッカー部 

桃山学院大学サッカー部 

選手歴 滝川第二高校サッカー部 

 

選手実績 プリンスリーグ関西出場 

全国高等学校総合サッカー兵庫県大会準優勝 

全国高等学校総合サッカー兵庫県大会 Best4 

選手実績 プリンスリーグ関西出場 

全国高等学校総合サッカー兵庫県大会準優勝 

全国高等学校総合サッカー兵庫県大会 Best4 

選抜歴 神戸市トレセン U10/U11/U12/U13/U14/U15/U16 

兵庫県トレセン U12/U13/U14/U15/U16 

国体強化指定選手 U13/U14 

選抜歴 東播磨トレセン U12/U13/U14/U15 

指導歴 センアーノ神戸 U-1５ 指導歴  

資格 JFA 公認 C 級ライセンス 資格  

GK コーチ 北村和哉 Kazuya Kitamura 
 

選手歴 金光大阪高校サッカー部 

京都産業大学サッカー部 

  

選手実績 日本クラブユースサッカー選手権大会関西大会出場 

プリンスリーグ関西出場 

全国高等学校総合サッカー兵庫県大会優秀選手 

全国高等学校総合サッカー兵庫県大会 Best16 

  

選抜歴 尼崎市トレセン U12/U13/U14/U15 

兵庫県トレセン U12/U13 

関西学生サッカー選抜 

  

指導歴 REDSTAR FC Jr U-12 

明石市トレセン U-12 

  

資格 JFA 公認 C 級ライセンス   

 

予定表(月間及び年間予定) 

月間予定 クラブ HP にて日程掲載・各選手・指定メール先への配信 

緊急対応時については、クラブブログ及び Facebook にて掲載 

 



活 動 

 

週間予定 

 

 

 

曜 日 内 容 会 場 時 間 備 考 

月曜日 OFF ― ― ― 

火曜日 OFF ― ― ― 

水曜日 トレーニング 明石海浜グランド １８：００～２０：００ 照明有 送迎ルート(B) 

フィジカルトレーニング 

月 1 有 

木曜日 トレーニング 明石海浜グランド １８：００～２０：００ 照明有 送迎ルート(B) 

金曜日 トレーニング ステラフィールド １８：１５～２０：００ 照明有 送迎ルート(A) 

土曜日 試合 

及び 

トレーニング 

トレーニングの場合 

ステラフィールド 

１８：００～２１：００ 

使用可能 

 

日曜日 試合 

及び 

トレーニング 

トレーニングの場合 

ステラフィールド 

１８：００～２１：００ 

使用可能 

 

★送迎ルート A ルート ステラフィールド（玉津～明石～大久保～播磨～稲美） 

セカンドストリート神戸西 ステラートスタジオ JR 大久保南口 ローソン明石住吉２丁目店 JR 土山駅南口 セブンイレブン稲美国岡店 ステラフィールド 

行)１７：００ 行)１７：１５ 行)１７：２５ 行)１７：３５ 行)１７：４５ 行)１７：５５ 着)１８：１０ 

帰)２１：２０ 帰)２１：０５ 帰)２０：５５ 帰)２０：４５ 帰)２０：３５ 帰)２０：２５ 出)２０：１０ 

★送迎ルート B ルート 明石海浜公園グランド（玉津～明石～大久保～播磨） 

セカンドストリート神戸西 ステラートスタジオ JR 大久保南口 ローソン明石住吉２丁目店 JR 土山駅南口 明石海浜公園 G  

行)１７：００ 行)１７：１５ 行)１７：２５ 行)１７：３５ 行)１７：４５ 着)１７：５５  

帰)２１：０５ 帰)２０：５０ 帰)２０：４０ 帰)２０：３０ 帰)２０：２０ 出)２０：１０  

平日市内：片道 100 円 ※土日祝：試合会場及び練習会場によって変動有 

クラブ所有車両・2022 年度在籍人数 20 名以上の場合は、ジュニアユース専用マイクロバス車両導入 

メディカル 

フィジカル 

トータルコーディネート虹空 

― 選手メディカル管理・選手フィジカル管理 ― 

コンディショニング調整：調整と競技力向上を目的に行い、中学生レベルでの基礎体力 

レベルを向上させることを目的とし選手個々に応じたメディカル管理・フィジカル強化を行います。 

各選手のメディカルデータは、クラブにおいても管理します。 

テーピング費用は、実費負担なしです。 

痛みの治療は保険適応内であれば健康保険を用いて治療が可能です。 

生活習慣指導：栄養、食事、姿勢、睡眠 

栄養管理 クラブ専任栄養士による 

 

進路対応 

弊社契約会社との連携にて、国内（県内・県外）への強豪校及び希望校への推薦及び練習会参加等を斡

旋させていただきます。海外留学も対応可能となります。 

サッカー技術向上、移籍等、選手のチャレンジをサポート致します。 

 



入団諸経費  ※消費税率が変更毎価格変動致します。 

項目 案件 概要 

年 会 費 11,000 円(税込) ※2 年目以降も継続時に必要となります。 保険料込 

JFA 登録費用  5,000 円(税込) ※年間登録時 日本サッカー協会登録個人費用 

会   費 9,350 円(税込)※月間費用 大会参加費別途徴収 

ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ代  1,000 円（2022 年度）※年間 クラブユース連盟に加盟 

 

入会手続き 

項目 概要 

 

 

入会手続き 

入会申込書に所定の事項をご記入の上、クラブ事務所及びコーチへご提出下さい。又、住所、電話番号等に変更 

が生じた場合は、住所・電話番号変更をクラブ事務所までご連絡下さい。 

年会費と 2 ヶ月分の月会費をクラブ事務所及びコーチへご提出下さい。 

※月会費は入会して頂いてから、通常 3 ヶ月目より「みなと銀行」の自動引き落としとなります。 

みなと銀行の自動払込申込書の所定の事項をご記入の上、みなと銀行の方へご提出下さい。 

※入会して頂いた月内にみなと銀行での手続きをして頂きますようお願い致します。 

 

 

注意事項 

１．練習を 1 ヶ月休まれる場合は、休会となり休会金月会費 50%が必要となります。 

２・前月の 10 日までにクラブ事務所までご連絡を頂けますようお願い致します。 

３．前月の 10 日までに休会の連絡がない場合は自動的に引き落としとなりますのでご注意下さい。 

４．長期療養やそれに準ずる場合は休会金が免除される場合があります。 

５．退会される場合は、退会される前月の 10 日までに退会届をご提出下さい。 

６．月会費は毎月 25 日に引き落としされます。 

一旦納入した月会費、又その他の費用は返却を致しかねますのでご了承下さい。 

また、25 日に残高不足で引き落としされない場合は月末最終日に再度引き落としが可能。 

 

用品関係  ※価格については、新規モデルに変更がある際は変動がございます。 

項目 製品 概要 金額(税込) 

ユニホーム１ｓｔ adidas 半袖(青)＋半パンツ(白)＋ソックス(赤)   調整中 

ユニホーム２ｎｄ adidas 半袖(白)＋半パンツ(青)＋ソックス(青)  調整中 

トレーニングウエア adidas 半袖(赤)＋半パンツ(白)         調整中 

移動着(春/夏季用) adidas 半袖ポロシャツ(白)＋ハーフパンツ(黒)  調整中 

移動着(秋/冬季用) adidas 上下ジャージ(黒) 調整中 

移動用バックパック adidas リュックサック・背番号刺繍・エンブレム刺繍(黒) 調整中 

マフラータオル オリジナル  2,500 円 

個人用ビブス オリジナル フリーサイズ 3,800 円 

個人用サッカーボール モルテン クラブ名・背番号記載 調整中 

    

                       総計  

 

 

 



Club Vision 

 
U-1３ U-14 U-15 

2022 年 
募集人数 25 名 セレクション無 

★兵庫県ルーキーリーグ3部優勝 
― ― 

2023 年 
募集人数 25 名 セレクション有 

★兵庫県ルーキーリーグ2部優勝 

★兵庫県クラブユース新人戦 

Best８以上 
― 

2024 年 
募集人数 25 名 セレクション有 

★兵庫県ルーキーリーグ 1 部 Best4 以上 

★兵庫県クラブユース新人戦 

Best８以上 

★クラブユース県 Best8 

★高円杯 Best４ 

2025 年 
募集人数 25 名 セレクション有 

★兵庫県ルーキーリーグ 1 部 Best4 以上 

★兵庫県クラブユース新人戦 

Best4 以上 

★クラブユース県 Best4 

★高円杯 Best４ 

2026 年 
募集人数 25 名 セレクション有 

★関西ヤマタケルリーグ参入戦 

★兵庫県クラブユース新人戦 

Best4 以上 

★クラブユース県 Best4 

★高円杯 Best４ 

 

2022 年度年間活動予定 U-13 

4 月 入団合宿 10 月  

5 月 トレーニングキャンプ 11 月  

6 月  12 月 遠征合宿※県外予定 

7 月 遠征合宿※県外予定 1 月  

8 月 遠征合宿※県外予定 2 月  

9 月  3 月 遠征合宿※県外予定 

※ステラフィールドを使用した強化キャンプを年数回実施いたします。 

 

 

 

 

 

information 

名称 合同会社ステラート 

所在地 兵庫県明石市小久保 120-55A-103 

連絡先 （０７８）９２０－８６３９ 

URL http://www.redstarfc.com/ 

担当 ジュニアユース監督 政大樹 

 

 

 



★ステラフィールド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

REDSTAR FC                       

カラーに仕上がります。 

・トイレ 

・事務所 

・LED 照明 

・駐車場フェンス 

・設置テントあり 

・駐車場 25 台完備 

上記は画像に掲載はありません。 

 

住所：三木市別所町下石野字相野中 1342 番 

 

 

 

Stella Field 


