
令和元年 ６月１２日（水）から、小学５年生女子選手・小学６年生女子選手を対象とした無料体験を開始致します。

今年度より平日（水曜日・金曜日 １９：００～２１：００）の練習にもご参加頂けます。

もちろん、土日祝祭日の参加もＯＫ！！ ＊必ず所属チームの許可を得てからご参加下さい。

まずは、一度ご連絡下さい。

申し込み時にお伝え頂きたいこと

お名前

所属チーム

ご連絡先

参加希望日程

ご連絡先

ＴＥＬ：０８７７－４１－２１０３ 担当：森本 克己（ＡＺＡＬＥＡ 監督）

メール：ｋａｔｓｕｍｉ＠ｕ－ｖｉｌｌａｇｅ．ｊｐ （森本宛て）

香川県における女子サッカーの普及と定着、そして今までにない女子の為の高い技術指導、育成の場として

２０１２年４月に発足し、現在８年目の女子サッカーチームです。

現在は中学生２２名（ＪＦＡアカデミー今治所属５名）、高校生１名の計２３名で活動中。

「ＡＺＡＬＥＡ」とは、宇多津町町花の「さつき」の意味で、フィールドの上で華やかに咲き誇ってほしいと想いを込めて命名し

ました。ＡＺＡＬＥＡでは、単に技術向上だけを追求するのではなく、中学生年代でのあらゆる活動を通じて人格の形成を図

ることを第一とし、文武両道は勿論、活動の中で人間関係を築くこと、自立性・協調性自発性などを培うことを目的とし、

観ている人、プレーしている選手が楽しいと思える様な、人もボールも動くサッカーと、一人ひとりが状況に応じた技術発揮、

判断能力の向上を常に頭に置き動きの中で考えてプレーし続けられることをＡＺＡＬＥＡのチームコンセプトとして掲げ、全

国大会出場、そして全国でも勝ち抜いていけるチームを目指し日々取り組んでいます。

＊全国大会へは過去２回、全日本女子ユースＵ－１８、全日本女子フットサル大会Ｕ－１５、に出場しています。

～ Ｆ．Ｃ．ＣＯＲＭＯＬＡＤＩＥＳ ＡＺＡＬＥＡ とは・・・？ ～

～ ＡＺＡＬＥＡ 無料体験練習会 ～



第１８回 全日本女子ユースサッカー選手権大会 香川県予選・四国大会 優勝 全国大会初出場（２０１４年度）

ＪＦＡ 第９回 全日本Ｕ－１５女子フットサル大会 香川県予選・四国大会 優勝 全国大会初出場（２０１８年度）

全日本女子Ｕ－１５フットサル大会 香川県大会 優 勝 ３回 （２０１４・２０１７・２０１８）

全日本女子Ｕ－１５フットサル大会 四国大会 準 優 勝 ２回 （２０１４・２０１７）

皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 四国大会 準 優 勝 １回 （２０１４）

皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 四国大会 ベスト４ １回 （２０１８）

皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 香川県予選 優 勝 ３回 （２０１３・２０１４・２０１８）

皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 香川県予選 準 優 勝 ３回 （２０１５・２０１６・２０１７）

全日本Ｕ－１５女子サッカー選手権 香川県予選 優 勝 ４回（２０１２・２０１３・２０１４・２０１８）

全日本Ｕ－１５女子サッカー選手権 香川県予選 準 優 勝 ３回（２０１５・２０１７・２０１９）

全日本Ｕ－１５女子サッカー選手権 四国大会 ベスト４ １回（２０１４）

全日本Ｕ－１５女子サッカー選手権 四国大会 ベスト８ ２回（２０１７・２０１８）

四国女子ユース（Ｕ－１５）サッカー選手権 香川県予選 優 勝 １回（２０１８）

四国女子ユース（Ｕ－１５）サッカー選手権 香川県予選 準 優 勝 ２回（２０１６・２０１７）

四国女子ユース（Ｕ－１５）サッカー選手権 四国大会 ベスト４ １回（２０１６）

四国女子ユース（Ｕ－１５）サッカー選手権 四国大会 ベスト８ ２回（２０１７・２０１８）

・第２３回 全日本Ｕ－１５女子サッカー選手権大会 香川県予選 ３戦２勝１分 優勝 四国大会出場

・第２３回 全日本Ｕ－１５女子サッカー選手権大会 四国大会 ベスト８

・皇后杯 ＪＦＡ 第４０回 全日本女子サッカー選手権大会 香川県予選 優勝 四国大会出場

・ＪＦＡ 第９回 全日本Ｕ－１５女子フットサル大会 香川県大会

ＡＺＡＬＥＡ ｐｅｄｒｅｒｉａ 優勝 四国大会出場 ・ ＡＺＡＬＥＡ ｆｕｔｕｒｏ 第３位

・皇后杯 ＪＦＡ 第４０回 全日本女子サッカー選手権大会 四国大会 ベスト４

・ＪＦＡ 第２２回 全日本Ｕ－１８女子サッカー選手権大会 香川県予選 優勝 四国大会出場

・ＪＦＡ 第２２回 全日本Ｕ－１８女子サッカー選手権大会 四国大会 ベスト４

・第３回 四国女子ユース（Ｕ－１５）サッカー選手権大会 香川県予選 ３戦１勝２分 優勝 四国大会出場

・第３回 四国女子ユース（Ｕ－１５）サッカー選手権大会 四国大会 第８位

・ＪＦＡ 第９回 全日本Ｕ－１５女子フットサル四国大会

ＡＺＡＬＥＡ ｐｅｄｒｅｒｉａ 優勝 全国大会初出場

・ＪＦＡ 第９回 全日本Ｕ－１５女子フットサル選手権大会

予選リーグ２戦１勝１敗 総得失点差で予選敗退

・２０１８ さぬきなでしこサッカーリーグ１部前期 ５戦３勝２敗 第３位（第５節終了時、暫定） １部後期 ６戦５勝１敗 第２位

・２０１９ 四国女子サッカーリーグ 参入決定戦出場 第４位 ＊２０１９年度も香川県リーグに出場が決定

～ Ｆ．Ｃ．ＣＯＲＭＯＬＡＤＩＥＳ ＡＺＡＬＥＡ 主な活動実績 ～

～ Ｆ．Ｃ．ＣＯＲＭＯＬＡＤＩＥＳ ＡＺＡＬＥＡ ２０１８年度の活動実績 ～



総 監 督 ・・・・ 中野 圭一郎（ナカノ ケイイチロウ） 高松商業高校 → 鹿屋体育大学 → アルビレックス新潟

日本サッカー協会公認Ａ級コーチ・日本サッカー協会公認キッズリーダーインストラクター

中讃地区トレセン トレセンマスター（３種・Ｕ－１５）

４７ＦＡ インストラクター

＊ＦＣコーマラント監督

監 督 ・・・・・ 森本 克己 （モリモト カツミ） 広島県瀬戸内高校 → 広島経済大学

日本サッカー協会公認Ｂ級コーチ・日本サッカー協会公認キッズリーダーインストラクター

中讃地区トレセン トレセンコーチ（３種・Ｕ－１４）

四国女子トレセンＵ－１４ トレセンコーチ

香川県女子トレセンＵ－１４チーフコーチ

＊ＦＣコーマラント コーチ

コ ー チ ・・・・・ 城内 佑太 （キウチ ユウタ）

日本サッカー協会公認Ｂ級コーチ・日本サッカー協会公認キッズリーダーインストラクター

中讃地区トレセン トレセンコーチ（３種・Ｕ－１３）

＊ＦＣコーマラントＵ－１４コーチ

コ ー チ ・・・・・ 南口 明夫 （ミナミグチ アキオ）

日本サッカー協会公認Ｃ級コーチ・日本サッカー協会公認キッズリーダー

中讃地区トレセン トレセンコーチ（３種）

＊ＦＣコーマラントＵ－１５コーチ

ＧＫコーチ ・・・・ 三好 俊平 （ミヨシ シュンペイ）

日本サッカー協会公認Ｃ級コーチ・日本サッカー協会公認ＧＫＣ級コーチ日本サッカー協会公認キッズリーダー

中讃地区トレセン トレセンコーチ（３種）

＊ＦＣコーマラントＵ－１３コーチ

活 動 日 ： ＲＥ；ＳＰＯ宇多津・ドリームフィールド（宇多津町を拠点）にて 週４日 ＊人工芝フィールドで練習

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

ＯＦＦ 自主練 ＴＲ ＯＦＦ ＴＲ ＧＡＭＥ・ＴＲ ＧＡＭＥ・ＴＲ

時 間：水曜日・金曜日：１９：００～２１：００ ＊土日祝祭日：公式戦やグランド状況により時間変更有

対 象：中学１年生 ～ 高校３年生までの女子選手

会 費

１）年会費：１２，０００円（毎年４月更新） ２）月会費：７，０００円（施設利用料：１，０００円含む）

３）雑費 大会、イベント参加費、遠征費等 ４）用具費：ユニフォーム、ジャージ等

会 費 ＊ＪＦＡアカデミー今治所属選手

１）年会費：１２，０００円（毎年４月更新） ２）月会費：３，０００円（施設利用料：１，０００円含む）

３）雑費：大会、イベント参加費、遠征費等 ４）用具費：ユニフォーム、ジャージ等

～ 活動内容 ～

～ 指導スタッフ ～



２０１７年度 ４月 ～ ３月までの１年間で 「１２６試合」を行いました。

２０１８年度 ４月 ～ ３月までの１年間で 「１２９試合」を行いました。

ユーヴィレッジ主催の男子の大会や、ＡＺＡＬＥＡ主催の女子の大会を年に数回開催し出場しております。

女子チームとの対戦だけでなく、公式戦でも香川県内のＵ－１３Ｋリーグにエントリーして男子チームと対戦したり、毎月の

様に香川西高校女子サッカー部に練習試合をお願いし、各上の相手と対戦する機会を多数設けています。

チーム専用のマイクロバスを所有しており、月に１回程度、日帰りで四国県内・中国地方・関西方面に遠征に行きます。

他府県の強豪チームと試合をすることにより、香川県・四国では経験出来ないことを多々経験し、年間を通して個人

チームの強化を図ります。ＡＺＡＬＥＡでは上級生だけが試合に出場するのではなく、１年生の時から全選手が常に試合経験

を積める様にする為、出場機会を確保し全選手が競走し、選手・チームが共に成長できる環境を常に整えています。

ＦＣコーマラント・ＡＺＡＬＥＡの専属トレーナーである、伊藤直哉氏に週２回（水曜日・金曜日が中心）実際に現場まで足を運

んで頂き、ストレッチ・ケガの予防・応急処置・復帰までのリハビリ指導・動き作りなどをサポートして頂いております。伊藤ト

レーナーに教えて頂いたストレッチを元に、ＡＺＡＬＥＡでは練習時・公式戦時共にフリーストレッチを導入し、自分の身体作り

に関しても高い意識を持ち取り組んでおります。もちろん、サッカー選手としてのモチベーションアップの為の行動やメンタル

強化に至るまで、チーム全体から選手一人一の成長に対して、多方面からアプローチしています。

高松便・・・・・・＊バス代別途２，０００円／月 必要となります。

ほっともっと国分寺 → 創価学会前 → Ｒ１１デイリーヤマザキ → 高松中央ＩＣ前ローソン →

建プロ高松店前 → 松島町セブンイレブン → 松島町琴電前バス停 → 図書館前バス停 → ＲＥ；ＳＰＯ宇多津

丸亀便・・・・・・無料運行 ＊平成２９年度より、善通寺吉原町セブンイレブンまでルート拡大

ファミリーマート山北店 → イソザキ → セブンイレブン金蔵寺店 → セブンイレブン吉原町店

ファミリーマート多度津東港 → ＲＥ；ＳＰＯ宇多津

坂出便・・・・・・無料運行

坂出駅 → 飯山町役場 → 宇多津町セブン東分 → 宇多津駅 → ＲＥ；ＳＰＯ宇多津

～ 送迎バス ～

～ 年間の試合数 （サッカー・フットサル 公式戦・練習試合・遠征先での試合含む） ＆遠征 ～

～ ケガの予防・リハビリ ～



太田ＳＳＳ ３名 ＦＣ ＬＡＺＯ ２名 香南ＳＳＳ ２名 ＤＥＳＡＦＩＯ ２名 柞田ＳＳＳ １名

Ｍ，ＦＣ高松Ｊｒ １名 こやまＦＣ １名 善通寺ＦＣＪｒ ２名 丸亀城東ＳＳＳ ２名 みき少女ＳＳ １名

丸亀ＥＬＦ女子ＦＣ ３名 屋島ＳＳＳ １名 屋島ボニータ ２名

作陽高校、広島文教大学附属高校、福井工大福井高校、十文字高校、日本航空高校、四国学院大学香川西高校

坂出高校、髙瀬高校、高松南高校、津田高校、観音寺第一高校、善通寺第一高校、高松中央高校、大手前高松高校

「～ 共想・共創・共走 ～」

・共想

ピッチ内、ピッチ外でもお互いに気を遣い、相手を想う心・気持ちを常に持つ

・共創

一人の力も必要だが、一人一人が力を合わせＡＺＡＬＥＡ全体で一つのモノを創る（チーム、試合、繋がり）

・共走

楽しい時も苦しい時も、お互いを支え合い共に走り、共に競走し成長していく

ＡＺＡＬＥＡで一緒にサッカーをしよう！！

～ Ｆ．Ｃ．ＣＯＲＭＯＬＡＤＩＥＳ ＡＺＡＬＥＡ在籍者出身チーム ～

～ Ｆ．Ｃ．ＣＯＲＭＯＬＡＤＩＥＳ ＡＺＡＬＥＡ Ｕ－１５ ＯＧ進路先 ～

～ Ｆ．Ｃ．ＣＯＲＭＯＬＡＤＩＥＳ ＡＺＡＬＥＡ ２０１９ ＳＥＡＳＯＮ チームスローガン ～


