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１．はじめに 

①本アカデミーは、NPO法人小美玉スポーツクラブによって運営されるものであって、公益財団法

人日本サッカー協会が行っているJFAアカデミーではありません。 

②対象は女子中学生のみです。 

③全寮型（普段は茨城県小美玉市内にある寮に寄宿しながら、生活を送る）と、週末宿泊型（平日

の練習は自宅から通いで参加し、毎週金曜の夜から日曜までは寮に宿泊しながら活動に参加）

の２つのパターンがあります。全寮型は、長期休暇時（春、夏、冬休み等）に帰省します。 

 

２．募集学年・人員 

２０２２年４月に中学１年生となる女子（現在小学６年生の女子）１０名前後 

 

３．出願資格 

①２００９年４月２日～２０１０年４月１日出生（２０２２年３月小学校卒業見込）の女子 

②原則として日本国籍である者 

③健康である者 

 

４．試験について 

 １次試験 最終選考試験 

内容 
書類審査 

練習参加(約２時間) 

適性検査 

フィジカル測定 

(Yo-yo テスト・４０メートル走・バウンディング) 

実技試験(トレーニング・ゲーム) 

日程 

９月１６日から１１月１４日までの 

ご都合の良いお日にちで実施 

(平日でも可) 

１１月２７日（土） 

【予備日】１２月４日（土） 

９時から１７時で実施予定 

会場 
日程により変動 

つくば市か小美玉市の会場 

小美玉市スポーツ交流施設 

（アカデミー寮） 

タスパジャパンミートパーク 

受験料 ２，０００円 ８，０００円 

合格発表 
試験終了後３日以内にメールまた

は電話にて結果をお伝えします。 

試験終了後１０日以内に受験者全員へ郵送にて結

果を送付。合格者に関しては、その後の入校手続

き書類をお送り致します。配達日は地域によって異

なりますので、ご了承ください。 

※１次試験はお電話でのお申し込みとなります。 



※新型コロナウイルスの影響により１０月以降の練習日程と会場が確定できない状況となってお

りますので、お電話でご都合の良いお日にちをお伺いします。お気軽にお電話ください。 

※原則として雨天決行としますが、天候等の事情により実施が不可能な場合は延期します。 

※新型コロナウイルス感染拡大の状況を鑑み、試験は延期や中止となる場合があります。ご了承

ください。 

 

５．出願書類 

下記書類を、封筒（角２：３３２×２４０ｍｍ）に入れ、表に「小美玉フットボールアカデミー願書在中」

と明記して、１次試験日当日に持参してください。 

①願書（様式１） 

②個人調査書（様式２） 

③健康調査書（様式３） 

④受験生作文（様式４） 

⑤保護者作文（様式５） 

⑥通知表の写し 

 

６．費用 

【入校手続金】 

２００，０００円（初年度のみ）※全寮型・週末宿泊型共通 税別 

 

【活動費】 

全寮型：９６０，０００円／年間 税別 

週末宿泊型：３６０，０００円／年間 税別 

 

※実際にアカデミーにお支払いいただく費用は、消費税額を加算した金額となります。 

※費用の中には、サッカーの活動に係わる費用（ウェア代・寮費・食費等も含む）や本アカデミー

が行うカリキュラムに係わる費用が含まれます。 

 

＜本人負担の費用＞ 

シューズ関係（スパイクも含む）・スネあて・ＧＫグローブ・サポーター・学校の学費・教材費、医療

費、帰宅費用、送迎費用・トレセン活動等に選出された場合の費用（宿泊費・交通費） 

 

７．お問い合わせ 

小美玉フットボールアカデミー事務局 

〒３１１−３４３４ 茨城県小美玉市栗又四ケ２４０６−４ 

TEL：０９０−８５１５−６８１４ （担当：松田） 

Mail：academy＠omitama-sports.com 

Web: http://omitama-sports.com/academy 



様式１【願書】

㊞

　〒

メールアドレス(キャリアメール不可)

2022年度 第10期生 願書

小美玉フットボールアカデミー

受験者氏名

※受験番号

写真貼付

上半身・脱帽

記入上の注意

①黒ボールペンを使用してください。

②保護者が記入してください。

保護者氏名
縦4cm×横3cm

　自宅以外の緊急連絡先（携帯電話または勤務先など）　*勤務先の場合は勤務先名を記入してください。

正面向き・カラー　フリガナ

現 住 所

保護者連絡先

電話番号等

③※の欄は記入不要です。

チーム所在地

　自宅TEL

本人との関係　

3ヶ月以内に撮影

【通知表の写し】

小学校4,5年次の通知表の写しを同封してください。サイズは問いません。

（市町村名まで記入）

学校所在地

　フリガナ

*上記に関する個人情報は本入校受付についてのみに使用し、受付終了後は速やかにかつ安全な手段にて処分いたします。

　　携　帯　　　　　　　-　　　　　　　-　　　　　　　　（続柄：　　　　　　）

　  勤務先　　　　　　　-　　　　　　　-　　　　　　　　（勤務先名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（市町村名まで記入）

所属チーム名

学校名

　　携　帯　　　　　　　-　　　　　　　-　　　　　　　　（続柄：　　　　　　）

希望する方を○で囲んでください。

全寮型　　　　・　　　　週末宿泊型



様式２【個人調査書】

氏名 生年月日　　西暦　　　　　　　　　 年　　　　　月　　　　日

足のサイズ　　　　　　　　　　　　cm　　　　　　　

cm kg 血液型 　　　　　　  型

サッカー歴（選抜・トレセン参加歴等あればそれも書いてください）

   ⑦ 

第一希望 第二希望

　⑧         ⑥

   ⑤ 

　④         ②

   ③ 

 　　　  ① GK

立ち幅とび cm

小美玉フットボールアカデミー

2022年度 第10期生 願書
※受験番号

記入上の注意

①黒ボールペンを使用してください。

②選手本人が記入してください。

③※の欄は記入不要です。

出身地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　都　・　道　・　府　・　県

身長　　　　　　　　 体重　　　　　　　　　

得意なポジション 利き足

50m走　　　　　　　　　　　　　秒 20mシャトルラン　　　　　　　　　　　回　　　　　

*上記に関する個人情報は本入校試験についてのみに使用し、試験終了後は速やかにかつ安全な手段にて処分いたします。

希望ポジション

※右記①〜⑧より選択。

得意なプレー

サッカー以外のスポーツ歴

サッカーを始めたきっかけ サッカーの好きなところ

学校等で測定した記録があれば書いてください。



様式３【健康調査書】

氏名:

　　・現在病気にかかって通院治療をしていますか？（あてはまるものに◯をつけてください）

①していない ②している（下記記入）

　病名： 発症日：西暦　　　　　　　　　 年　　　　　月　　　　　日

　　・現在怪我をして通院治療をしていますか？（あてはまるものに◯をつけてください）

①していない ②している（下記記入）

　病名：

□腎炎 [　　　　　歳]

□胃十二指腸潰瘍 [　　　　　歳] □てんかん [　　　　　歳]

□その他 [　　　　　歳／病名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　]

３.　お子様の体質や状態について（あてはまるものに◯をつけてください）

（　　）風邪をひきやすい （　　）太りやすい （　　）太れない （　　）食が細い （　　）胃腸が弱い（　　）便秘しやすい （　　）下痢をしやすい

（　　）寒がり（　　）暑がり （　　）冷え性 （　　）疲れやすい （　　）汗をかきやすい （　　）汗をかきにくい（　　）寝汗をかく （　　）顔や頭に汗をかく

 （　　）手足に汗をかく （　　）手足がほてる（　　）顔がほてる （　　）水分をよく取る （　　）むくみやすい （　　）食後に眠気やだるさを感じる

（　　）気を使うことが多い （　　）気を使うと体調が悪化 （　　）冷えると体調が悪化（　　）雨が降ると体調が悪化 （　　）雨の前後は体調が悪い 

（　　）季節の変わり目に体調を崩す（　　）ストレスが多い （　　） 調子が悪くなる時間帯がある [　朝　・　日中　・　タ方　・　夜　]（　　）微熱がよく出る

（　　）イライラすることが多い （　　）怒りっぽい （　　）落ち込むことが多い （　　）外交的である（　　）内向的である （　　）皮膚が弱い 

（　　）休日はぐったりしてしまう （　　）睡眠不足（　　）不安が多い （　　）空気を飲んでしまう （　　）歯ぎしりや食いしばりがある （　　）楽しみがない

（　　）頭痛[　ズキズキ　・　しめつけ　・　その他　]　（　　）めまい　[　回転性　・　非回転性　]（　　）鼻血がよく出る（　　）立ちくらみがする

*上記に関する個人情報は本入校試験についてのみに使用し、試験終了後は速やかにかつ安全な手段にて処分いたします。

　　　□以前に受けた手術 [　　　　　歳／病名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ]

　　　□輸血 [　　　　　歳／病名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ]

１.　現在の健康状態について

　　　□薬物アレルギー [薬品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　]

　　　□食物アレルギー [食品名　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　]

□心臓病 [　　　　　歳]

　　　□川崎病 [　　　　　歳]

□肝炎 [　　　　　歳]

　　　□高血圧 [　　　　　歳]

　通院医療機関名：

※受験番号
記入上の注意

生年月日：西暦　　　　　　　　　 年　　　　　月　　　　　日

①黒ボールペンを使用してください。

②保護者が記入してください。

③※の欄は記入不要です。

発症日：西暦　　　　　　　　　 年　　　　　月　　　　　日

　通院医療機関名：

２.　今まで経験した病気・怪我について（□に✔印、発症年齢を記入してください。）

　　　□貧血 [　　　　　歳] □喘息 [　　　　　歳]

小美玉フットボールアカデミー

2022年度第10期生 願書



③※の欄は記入不要です。

【作文提出】

3年後の自分への手紙

３年後この手紙を見て、自分がどれくらい成長したか、どのような変化をしたかを感じられるように

将来の夢や自分の信念、なぜこのチームに入りたいと思ったか、どんな風に３年間頑張りたいか、など

今の気持ちを交えながら、出来る限りたくさんのメッセージを書いてみましょう。

文章構成などを評価するものではありませんので、ありったけの想いを書き綴ってください。

記入上の注意

①黒ボールペンを使用してください。

②選手本人が記入してください。

様式4【受験生作文】

小美玉フットボールアカデミー

2022年度第10期生 願書
※受験番号

名前：

*上記に関する個人情報は本入校受付についてのみに使用し、受付終了後は速やかにかつ安全な手段にて処分いたします。



*上記に関する個人情報は本入校受付についてのみに使用し、受付終了後は速やかにかつ安全な手段にて処分いたします。

名前： 本人との関係：　父　・　母　・　その他（　　　　　　　　）

③※の欄は記入不要です。

【作文提出】

①お子様を本アカデミーに３年間預ける上で、スタッフに何を大切にしてほしいと考えていますか？

②お子様にアカデミーの３年間でどのような成長をしてほしいと考えていますか？

上記①②を盛り込んだ文章を保護者２名分書いてください。（基本的には父母）

文字数に指定はありませんが、下の欄に収まる程度でご記入ください。

名前： 本人との関係：　父　・　母　・　その他（　　　　　　　　）

様式5【保護者作文】

小美玉フットボールアカデミー

2022年度第10期生 願書
※受験番号

記入上の注意

①黒ボールペンを使用してください。

②保護者が記入してください。
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