サッカー

食事

サッカーの本質となる、目的、原理原則を伝え続け、

農業大国茨城の新鮮な野菜を直売所で購入して
います。また、小美玉市にはおかめ納豆で有名
なタカノフーズの本社があり、卵の生産が日本
一。酪農も盛んで、高級なヨーグルトやチーズ
が身近にあります。栄養満点の贅沢な食材をも
とに管理栄養士が献立をたてています。朝夜は
寮の食事、昼は学校給食、トレーニング前に補
食をとっています。
調理には地元のお母さんや様々なスタッフが関
わっているため、日によって異なった味付けが
楽しめます。定期的に近所の旅館で定食をいた
だいたり、年に数回、地元の飲食店で名物を食
べたり、食事環境はアカデミーの自慢のひとつ
です。さらに、全国各地から集まる選手のおか
げでご当地メニューが食べられることも充実し
た食育の一助となっています。

「いつでも・どこでも・誰と組んでも・誰に教わっても、個を成長させ、チームに貢献できる選手」
の育成に努めています。
３年間で培った「心技体知」の土台が、次のステージでの幸せに繋がるよう全力でサポートします。

傷害予防

シナジリティ

フィジカル

LABO

トレーニング

トレーニング

測定

（ラボ）

女性は男性に比べて
膝と足首の靭帯損傷
が多く、傷害による
離脱も約２０％多いという研究結果
が出ています。傷害予防トレーニン
グは怪我を未然に防ぐために、身体
をどのように使うと良いのかを、実
際にスプリント動作やストップ動作
をしながら身体で覚えることのでき
るトレーニングです。アカデミーで
は、女性アスリートがやりたいこと
を怪我であきらめなければいけない
リスクを最小限にするために力を入
れて取り組んでいます。

■

■

■

■

■

■

■

■

ヨーロッパで３００
年以上の歴史を持つ
バレエのトレーニン
グメソッドを研究して開発された究
極のボディコントロールトレーニン
グです。正しいストレッチ法で股関
節の可動域を広げたり、骨や筋肉の
発達に合わせて運動機能の可能性を
引き出したりするのが大きな特徴で
す。サッカーだけでなく、他競技か
ら学ぶチカラや自分の成長に必要な
ものを自分で取捨選択できる力を養
うためにも継続して取り組んでいま
す。

■

■

■

■

選手の
24 時間を
デザイン
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

コンディション管理

■

■

■

■

■

■

サッカーのパフォー
マンスを数値化する
上で、相関性の高い
フィジカル測定項目が「４０ｍ走・
バウンディング・yo-yo」 の３つで
す。アカデミーでは過去の測定にお
けるデータと、選手の成長やチーム
としてのパフォーマンスとの相関性
を独自に分析し、選手の目標に合わ
せた具体的な数値目標と目標を設定
するためのトレーニングプランを提
供しています。帰省期間や活動自粛
期間中における選手の自主練習のサ
ポートにも役立っています。

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

白米
鶏胸肉のネギ塩焼き
ジャーマンポテト
ブロッコリーの塩昆布和え
お味噌汁
納豆



＼３児の母 ／

味

くろの
２のおふ

第

調理スタッフ

青木 寿美

ご飯を作っているとひょっこり顔を出して「今日の
メニュー何ですか⁉」と聞いてくれたり、「手伝い
ますか？」と気にかけてくれたり、みんなとっても
明るくて優しいです。裸足が大好きでいつも庭の芝
生を駆け回っていて、元気いっぱいです！！

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

7:00

7:50



16:00

👧

18:00-20:00

20:30

👧

22:30

起床

朝食

登校

学校

帰寮

勉強

練習

夕食

入浴･洗濯

就寝

■

■

■

■

選手たちには起床時に基礎体温や体組成、月経の有無
を記録してもらい、アプリで管理します。スタッフが
内容を確認し、月に一度フィードバックシートをもと
に個別に面談をしています。また、生活に関わるのは

さらに、自分の行
動特性を理解して
それをサッカーや
生活に生かすため
にヒューマンビノ
ベーティングを導
入しています。ど
ういったことにモ
チベーションを感
じるのか、どういう行動に陥りやすいのか、何が得意
で何が苦手なのか、などを自分で理解して自分をコン
トロールする力が大切だと考えます。

■








👧

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

イベント

学業等サポート

様々な年代の女性
スタッフで、身長
体重や食事の量な
ど女性ならではの
悩みにも寄りそい
ます。些細なこと
でも気軽に相談で
きる雰囲気づくり
に努めています。

■

アカデミーがチーム
であれば、ＬＡＢＯ
は「個」に特化した
目標達成のサポート機関です。スタ
ッフが一対一でサッカーの本質的な
楽しさや目的、原則を選手自身の趣
向や習熟度、目標に合わせて伝えて
います。能動的な学びとなるよう、
ティーチングとコーチング、ＶＡＫ
理論でのインプット方法などを適切
に使い分けながら、一緒に学び成長
するスタイルで運営しています。ラ
ボでの成長が「チーム・個」両方の
幸せに繋がるようサポートします。

ある日の夕食

スタッフが月に一
度学校を訪問して
教頭先生や担任の
先生と定例会議を
開いています。学
校での選手の様子
をヒアリングした
り、試合の結果や
寮生活の様子を伝
えたり、情報交換を行っています。多感な時期の女子
中学生を様々な角度からサポートでできる協力体制を
つくっています。
学習サポートの必
要な選手は土日の
フリータイムに進
学校の高校生から
勉強を教えてもら
える環境がありま
す。また、宿直ス
タッフも必要に応
じて勉強のサポー
トをしています。２年生になると進路面談があり、選
手がさらなる夢に挑戦できる環境をともに考えていき
ます。

・地元のおじさまたちによるＢＢＱ
・海水浴
・ハロウィン仮装ゴミ拾い
・クリスマスパーティー
・節分（鬼に扮したコーチを退治！）
・お誕生日会

■

■

■

■

■

■

ＢＢＱのときに
みんなで作った
！
わたあめが美味

選手たちが企画したり、地域の
方やスポンサー企業の方々がリ
フレッシュの場を準備してくだ
さったり。サッカーと同様に遊
びにも全力で取り組みます。

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

寮生活
帰寮後や夕食後は基本的に選手たちが自分で自分
の時間をマネジメントします。食器洗い・宿題・
入浴・洗濯・身体のケアなどやらなければならな
いことをいつどのようにやれば効率が良いのか？
集団生活なので、周りの仲間への気遣いも大切で
す。そうやって自分で作った時間で、好きなドラ
マを見たり、スタッフの調理を手伝って花嫁修行
をしたり、庭でサッカーをしたり、とても有意義
な時間を過ごしています。
オフの日は外出可能なフリータイムもあ
ります。生活用品を買いに行ったり、散
歩したり、クラスメイトの家に遊びに行
ったり、思い思いの時間を過ごしていま
す。敷地内にはミニグラウンドがあり、
自主練に励む選手もいます。
スタッフは時に察しの悪い大人を演じま
す。無くし物や忘れ物があった時にどう
対応するか？どうしたらみんなが快適に
寮生活を送れるか？何か問題が起きた時
にはまず選手たちに考えさせ、その判断
を見守り、時にアドバイス
の言葉をかける。そういっ
たスタンスで選手たちの成
長をサポートしています。

全国からのアカデミー参加者
北海道…３名
（2021.8.31 現在）
第 1 期生～ 9 期生

計 91 名
岩手県…１名

小美玉フットボールアカデミーの選手は
北海道から沖縄まで全国各地から

山形県…１名
福島県…８名

親元を離れてサッカーに取り組む
決意をしてやってきます。

新潟県…１名

茨城県…３９名

富山県…１名

小美玉市（９名）

長野県…１名

水戸市・日立市・土浦市・石岡市

山梨県…２名

龍ケ崎市・常総市・北茨城市・笠間市

山口県…１名

取手市・牛久市・つくば市・鹿嶋市
ひたちなか市・かすみがうら市・神栖市
鉾田市・大洗町・大子町・境町

佐賀県…１名
宮崎県…１名
鹿児島県…１名
群馬県…１名
栃木県…９名
沖縄県…１名
徳島県…１名

滋賀県…２名

埼玉県…３名

兵庫県…４名

東京都…３名

大阪府…２名

千葉県…３名
神奈川県…１名

在校生の声

第７期生

第８期生

第９期生

（宮崎県出身）

（山梨県出身）

（小美玉市出身）

寺澤ゆりな

水越瑠奈

木村瑠衣

私は、世界で活躍するサッカー選
手になるために、小美玉フットボー
ルアカデミーに来ました。決め手に
なったのは、レベルの高いサッカー
と先輩達が優しく接してくれたこと
です。小美玉に来て良かったことは
近くにいる仲間と嫌なことでも一緒
に頑張りあえることです。１人では
頑張れないことも身近に仲間がいた
ら、一緒に頑張れます。私はそれに
何回も救われました。みんなも共に
頑張っていきましょう！

私は、世界で活躍するサッカー選
手になるためにたくさんのことを学
び、他の人よりも上手くなりたいと
思い、ここに来ました。サッカーを
する環境が整っていて、競い合える
仲間がいるので、ここにきて良かっ
たと思っています。家族、支えてく
れる人への感
謝を忘れず、
一緒に日本一
を取りましょ
う。

私はサッカーが上手くなりたい、
もっと上へ行きたい、地元小美玉か
ら全国を目指したい、同じ夢を持っ
た仲間と成長したい、という思いで
入校しました。サッカーはもちろん
今まで知らなかった自分の身体のこ
とを知ることができ、学べることが
たくさんあります。
不安もありましたが、
サッカーが大好きな
仲間と共に過ごせる
事が何より幸せです。

卒業後の進路

高校サッカー
４４.６４％ （２５名）

（2021.8.31 現在）
第 1 期生～ 6 期生

計 56 名

全日本高等学校女子サッカー選手権大
会出場校を中心に全国各地の高校へ進学

クラブチーム

し、女子サッカー部に所属しています。

その他

【進学先】

４２.８５％ （２４名）
姉妹チームである茨城フットボール
アカデミー（つくば市）へ加入。小美

帝京長岡高校・開志学園ＪＳＣ高等部

高校

常盤木学園高校・聖和学園高校・作陽

サッカー
クラブ

高校・東海大学付属福岡高校・仙台

チーム

育英高校・高崎健康福祉大高崎高校

玉フットボールアカデミーの第１期生

尚志高校・成立学園高校・流通経済

が中学校を卒業するタイミングで開校

大学付属柏高校・霞ヶ浦高校

ほか

したアカデミーで、２０２１年に中高
アカデミー史上初めて全国大会に出場
しました。高校は提携先のつくば秀英
高校または、通学可能な範囲で個々に

その他

選んだ学校へ進学しています。

１２.５％ （７名）

【進学先】
つくば秀英高校・土浦第二高校・牛久

サッカーではない別の道や夢を見つけ、サッカーを続ける選手と

栄進高校・常総学院高校・石岡第一高校

同様に、自分で決めた進路で奮闘しています。

ＯＧの声

【筑波大学在学中】

第１期生
（兵庫県出身）

河部真依

１２歳の秋、もし小美玉に来る決断をしていなければ、現在筑波大学でサッカーをする私
はいないかもしれません。アカデミーは私にとって、多くの個性をもった素晴らしい仲間に
出会い、自分を見つめ直し、新しく広い視野を持ち、そして文武両道とは何かを理解し体現
していく場となりました。自分自身がどうなりたいかということを持っていれば、人として
サッカー選手として大きく成長し目標達成する環境がここにはあります。

【就職】
小美玉フットボールアカデミー、茨城フットボールアカデミーを卒業してサッカーから離
れ、社会人として働いています。サッカーに関わることはなくなってしまいましたが、アカ
デミーで学んだことが自分のためになっているのは間違いありません。職場では様々な人と
関わるので、アカデミーの個性的な仲間との関わりで学んだコミュニケーション能力が活き
ています。ここで学んだことを活かして、これからも頑張っていきます。

第３期生
（小美玉市出身）

石田莉々香

【帝京長岡高校在学中】

第６期生
（茨城県出身）

安達雪乃

私がアカデミーでの３年間で学んだことの中で、特によかったと思えたことは２つありま
す。１つ目は、教えてもらえるサッカーが最先端のサッカーだということです。２つ目は、
他チームではなかなか教えてもらえないサッカーの見方や自分がうまくいかなかった試合の
分析の仕方などを教えてもらえることです。試合の後すぐに分析ができるので、次の日から
自分の課題に取り組むことができます。アカデミーには他にもたくさん学べることがありま
す！サッカーと共に人間性も成長させたい方、アカデミーに入ってみてはどうでしょうか？

小美玉市は小川町・美野里町・玉里村の３つの
町村が合併して、２００６年に誕生した市です。
行政や地元の企業を中心にたくさんの方に
活動を支えていただいています。

アカデミーファミリーマップ

笠間市

④
茨城町

⑯
⑱

⑥
⑨

⑩

⑲

小美玉市

茨城空港
（そらら）

石岡市

⑫

小美玉市役所

⑤
⑪

⑮

（小川支所）

⑬

⑳

⑰

②

①寮

④土浦市
⑦土浦市
⑧新潟県

⑭

㉑

鉾田市

③

行方市
＼

小美玉市へお越しの際はぜひお立ち寄りください

①アカデミー寮
小美玉市小川 725-8
②タスパジャパンミートパーク【練習場】
小美玉市栗又四ケ 2316-1
③小川運動公園【練習場】
小美玉市与沢 532-1
④株式会社ジャパンミート【胸スポンサー】
土浦市卸町 2-3-30（本社）
茨城町奥谷 1720-20（物流センター）
⑤株式会社ユーゴー【背中スポンサー】
小美玉市中延 1788
⑥株式会社一昇金属【袖スポンサー】
小美玉市鶴田 1277-2
⑦株式会社つくば電気通信【パンツスポンサー】
土浦市東若松町 3988-3

／

⑧株式会社小山建工【スポンサー】
新潟県上越市清里区菅原 111

⑮小美玉ふるさと食品公社【乳製品】
小美玉市山野 1628-42

⑨タカノフーズ株式会社【納豆】
小美玉市野田 1542

⑯ブーランジェパンセ【パン・ケーキ】
小美玉市羽刈 289-16

⑩JA 直売所みのり【野菜】
小美玉市部室 1151-7

⑰橋本旅館【食事・入浴】
小美玉市中延 1

⑪JA 直売所大地のめぐみ【野菜】
石岡市南台 3-21-14

⑱ありがたや水産【お魚】
小美玉市部室 1189-4（出張販売所）

⑫石岡鈴木牧場【乳製品】
石岡市大砂 10383-1

⑲有限会社茂木【お弁当】
小美玉市山野 1685

⑬宮内徳次郎商店【お米】
小美玉市中延 604

⑳フレッシュマートまつだ【お弁当】
小美玉市小川 38-6

⑭有限会社中村養鶏場【卵】
小美玉市与沢 253-40

㉑株式会社なかじま【灯油・ガソリン】
小美玉市幡谷 392-1

スタッフ紹介

【スクールマスター】松下潤

【総監督】藤田晃人

・JFA 公認 B 級コーチ (A 級取得中 )
・JFA コーチ関東女子担当
・JFA スポーツマネージャーズ
カレッジ修了
◆筑波大学卒

・JFA 公認 B 級コーチ
・茨城県女子国体トレセン統括責任者
・茨城県国体少年女子チーム監督
・小美玉市出身
◆立正大学卒

子どもたちが本気で喜怒哀楽を共にし、
大きく成長できる環境を作りたいと思ったの
が大学４年生のときでした。それから１０年
後にこのアカデミーを設立。２０２２年度は
設立からちょうど１０年。歴史を刻みつつ、
これからも成長し続けるクラブであるよう尽
力いたします。

【監督】白馬聡
・JFA 公認 A 級コーチジェネラル
・JFA 公認 A 級コーチ U-15
・茨城県女子 U-18 トレセンチーフ
・47FA インストラクター
◆JAPAN サッカーカレッジ卒

地元である小美玉市で、自分を育てて
くれた大好きなサッカーを教材とし、人々に
喜びを与えられるような人材の育成に努めま
す。同時に、主体性が育めるような環境と仕
組み、仕掛けづくりを進めていきます。アカ
デミーファミリーの皆様が応援し続けたいと
思えるような活動にします。

【ゴールキーパーコーチ】西尾隆
・ジョイフル本田つくば FC 所属
◆JAPAN サッカーカレッジ卒

選手と気軽に何でも話せる関係
性を築きながら、個々にあった
言葉でサッカーの楽しさを伝え
ていきます。

常に選手の目線に立ちながら指
導することを心掛けています。
ゴールキーパーは難しいですが
やりがいのあるポジションなの
で、楽しみながらも上手くなっ
ていけるようともに頑張りまし
ょう！

【アシスタントコーチ・寮管理】松田悠

【鍼灸師・生活サポート】阿部葉月

・JFA 公認 B 級コーチ
・3 級審判員
◆順天堂大学卒
【選手歴】エスポーザ船橋 LFC→順天堂
大学→NGU ラブリッジ名古屋

時には厳しく、時には温かく、
選手一人ひとりに親身に寄り添
いながら、３年間の成長を支え
ていきます。

・はり師きゅう師
◆帝京平成大学卒

【トレーナー】永井安
・日本体育協会公認アスレティッ
クトレーナー
・ライプチヒ大学公認コオーディ
ネーショントレーナー
◆筑波大学大学院卒
多くの怪我はトレーニングで予
防できます。怪我なく、より強
く速くプレーできるよう、トレ
ーニングしていきましょう！

【生活サポート】阿部千秋
・JFA 公認キッズリーダー
◆JAPAN サッカーカレッジ卒

【シナジリティトレーニング講師】新居彩子
・小林紀子バレエアカデミー / 同シアター出身
・Royal Academy of Dance Advanced 修了
・事業創造大学院大学経営管理修士
・株式会社 The Graces B 代表取締
◆早稲田大学卒
怪我をしない身体づくりを目指
し、自分に必要なものを貪欲に
吸収する力をつけてほしいと思
っています。

【管理栄養士】田中舘修子
・管理栄養士
◆筑波大学大学院卒

【選手歴】FC ベルタ→東久留米総合高校

親元を離れて暮らす選手にとっ
て家庭のような安心感を与え、
全力でサッカーに取り組めるよ
うサポートしていきます。とも
に成長し、有意義な３年間を過
ごしましょう！

小美玉の地でサッカーをする覚
悟を決めてきた皆さん。寂しい
時や困ってる時に少しでも安心
できて、ホッと一息つけるよう
な存在でありたいと思っていま
す。青春を一緒に謳歌しましょ
う！

【生活サポート】佐藤史菜
・JFA スポーツマネージャーズ
カレッジ（GRADE2）
◆JAPAN サッカーカレッジ卒
サッカー活動だけでなく、小美玉なら
ではの地域との繋がりや様々なイベン
トを提供します！

選手が元気にサッカーをするた
めにコンディショニングのサポ
ートをしていきます。主に食事
提供、献立作成、栄養相談、体
組成管理などを行い、選手がア
スリートを目指すために必要な
ことを伝えていきます。

２０１１年、なでしこジャパンがＷ杯で優勝し、日本女子サッカー界に
大きな歴史が刻まれ、女子サッカー熱が高まり始めた一方で、中学年代の
受け皿となる環境が極端に少ないことが問題となっていました。女子サッ
カー部を持つ中学校は少なく、時間的・距離的制約によりクラブへの参加
も厳しい状況にあります。
本アカデミーは、そういった女子サッカー界の課題を解決すべく、ジョ
イフル本田（大手ホームセンター）創業者の本田昌也氏と筑波大学名誉教
授の森岡理右氏が発起人となり、地元サッカークラブが経営資源をサポー
トする体制で２０１３年４月７日に第１期生１３名を迎えて、スタートし
ました。

未来ある子供たちの為になる、

初代校長
森岡理右氏

本田昌也氏

やりたいこと、 全力で

練習環境
経営資源

食材・活動費

【スポンサー企業】

【行政】

【つくばＦＣ】

地域にも愛される生きたスポーツ施設を作る

小美玉フットボールアカデミーはジョイフル本田の創業者である私の父、本田昌也と筑波大学名誉教授であ
った森岡理右先生の夢でした。日本のサッカー文化を盛り上げた森岡先生はその人脈で能力のあるスタッフを
集め、父は自宅を寮として使えるように大改装しました。残念ながら父も森岡先生も亡くなりましたが、開校
から毎年入校生を迎え、成長した卒校生を送り出すことが出来、二人の夢は形となってずっと生き続けており
ます。卒校式では、ここでしか成し得なかった個々の成長した姿に大きな感動がありますし、頑張ってよかっ
た、頑張らせて良かったという思いも伝わってまいります。これからも子供達が自分を磨き、自分の能力を高
めていけるアカデミーであり続ける事を願っております。

校長

本田 晶子

私たちは、サッカー活動や寮生活を通して選手たちの「キャリア」の形成にも寄与していきたいと考えて
というキャリア
人生
います。 .ＷＥリーグの発足で女子選手のキャリアに大きな変化がありました。もちろん、プロサッカー選
手になることも素晴らしいキャリアですが、サッカー選手というキャリアはいずれ引退とともに終わりを迎
えます。だからこそ、今も５年後も１０年後も２０年後もずっと続いて行くもの、つまり「人生」そのもの
がキャリアだと考えた時に、私たちはこれからも続いて行くキャリアを形成していく上で、重要だと思って
いることが３つあります。

スクールマスター

松下 潤

まずは、キャリアは「自分の力で切り拓いて行くもの」であるということです。時には誰かの力が必要に
なることもあるかもしれませんが、誰かが敷いたレールの上を進むだけでは、自分の人生だとは言い切れま
せん。次に、「今やっていることに全力で取り組む」ことです。 つい苦手なことからは目を背けてしまいま
すが、今を全力で取り組めない人に、確かな明日はないと考えています。最後に、「自分らしい一歩を踏み
出し続けられる」ことです。これは、一歩を踏み出すだけでは足りません。勇気を持って２歩目、３歩目と
踏み出し続けることで、振り返った時に、自分らしい道＝人生＝キャリアが築かれていることでしょう。
このように、サッカー選手というキャリアだけではなく、その選手の人生そのものをキャリアと考え、自
分らしく今を全力で進み続けられるような人財を育成することが私たちの使命だと思っています。

お問い合わせ

▼HP

▼Instagram

▼Facebook

▼Twitter

運営：特定非営利活動法人小美玉スポーツクラブ

全寮制女子中学生サッカーアカデミー

小美玉フットボールアカデミー

☎ 0299-58-0017
 academy@omitama-sports.com

