
FCサイバーステーション金沢 U-15

平成２８年度 クラブ員募集要項（中１~中３）

概 要

チーム紹介
石川県金沢市にあるIT企業「サイバーステーション株式会社」がオーナーである
FCサイバーステーションは、２００５年に創部いたしました。
現在、県サッカー協会に登録している選手数が８８名(18才～42才）と県内でも
大きなチームとして、また、実績あるチームとして成長してまいりました。
そして、平成28年4月より、19年間活動を行ってきた金沢サッカークラブJrユースの
運用を受け継ぎ、新たにFCサイバーステーション金沢 U-15としてスタートを
切ることといたしました。
私たちFCサイバーステーションの「価値」は、企業チームとしてのバックアップ体制、
年代のピラミッド形成をはかり、生涯スポーツとしてサッカーを楽しむ心を育てる
環境が揃っています。
ジュニアユースの選手には、TOPチームで培った実績、また、連携した一貫した
指導を通じ、トップチームで活躍できる選手、さらには、社会で活躍できる
人材となるよう育てていきたいと考えております。

FCサイバーステーション オーナー 福永 泰男

理念（ミッション）
メジャースポーツである「サッカー」を通じ「楽しむ」ことを実現する

サッカーを「楽しむ」ためには、チームに「貢献」できる良い選手になること
自分で考え行動できる「自律性」、仲間とともに目標を達成することができる
「協調性」、新しいことにもチャレンジすることができる「積極性」ある心を養い、
チームに「貢献」できる良い選手となる
「１．自律 ２．協調 ３．積極 ＝ チームに貢献できる良い選手」

理 念

FCサイバーステーション金沢 U-15の募集について

この度、FCサイバーステーション金沢 U-15を平成２８年度４月から新設します
「FCサイバーステーション金沢 U-15」のクラブ員を募集いたします。

【対象年齢】
来年度の中学１年生から３年生が対象となります。

【募集人数】
各学年から２２名
※２２名以上募集があった場合、セレクションとなる場合がございます。

【応募方法】
裏面の体験・応募用紙にご記入いただき、以下に郵送または
FAXにてお送りください。
■郵送先
〒９２０－８２０３ 石川県金沢市鞍月４－１８７
サイバーステーション株式会社 管理部 平内（へいない）宛

■FAX番号：０７６－２６７－２１９３

会 場 日 時

金沢市営鞍月広場

平成２７年１１月２８日（土）１３：００～１５：００

平成２７年１１月２９日（日）１３：００～１５：００

平成２７年１２月 ５日（土）１３：００～１５：００

平成２７年１２月 ６日（日）１３：００～１５：００

【体験会日程】

【体験会会場】
住所：石川県金沢市鞍月４-２１

※東京インテリアさん横

F C サ イ バ ー ス テ ー シ ョ ン
チームオーナー兼ジュニアユース代表 福永 泰男

ふくなが やすお

お問合せ サイバーステーション株式会社
管理部 担当:平内（へいない） 076-267-2109℡

監督 津田 直樹 コーチ 山岸 伸幸

コーチ 東 慎剛 コーチ 南出 純

GKコーチ 福永 泰男

【コーチ紹介】

顧問・アドバイザー 辻口 等

【体験会についての注意事項】
当日、雨天の場合中止といたします。
当日９時までに、ホームページに中止並びに別
の体験会の日程を掲載いたしますので、必ずご
覧いただきますよう、よろしくお願いいたします。
参加者は、ユニフォーム、ジャージなど、動きやす
い服装、また、「スネアテ、サッカーシューズ」は必
ずお持ちください。なお、体験会での事故･ケガ
等には十分気をつけて指導しますが、不慮のケ
ガもあり得ます。傷病に関する保険は特に用意
いたしませんので、各自の責任･負担でお願いし
ます。体調の悪い人、ケガをしている人は事前に
お伝えください。配慮した指導をいたします。

HP http://fc.cyberstation.co.jp



FCサイバーステーションの実績

FCサイバーステーション金沢 U-15概要

トップチーム（FCサイバーステーション）成績

平成２３年 石川県フットボールリーグ 二部昇格 ３位
平成２４年 石川県フットボールリーグ 二部 ３位
平成２５年 石川県フットボールリーグ 二部 ３位
平成２６年 石川県フットボールリーグ 二部 優勝
平成２７年 石川県フットボールリーグ 一部昇格
平成２７年 全国クラブチームサッカー選手権

石川県大会 優勝
北信越大会 準決勝敗退

シニアチーム（FCサイバーステーションプラス）成績
平成２６年 石川県シニアサッカーO35 二部リーグ 準優勝
平成２７年 石川県シニアサッカーO35 一部昇格
平成２７年 石川県シニアサッカーO35 一部 ３位

チームコンセプト
理念である「サッカーを通じ楽しむことを実現する」ために、「個とチームの融合」を目指し、卒団後どのチームに所属しても
活躍できる技術を身につけます

「個人戦術からグループ戦術へ」

当クラブの特徴
当クラブは、「サイバーステーション株式会社」のクラブチームとして企業のバックアップを受け、運営しているチームです。また、
アマチュアではあるものの「企業スポンサー様」のご支援を頂いており、アマチュアスポーツの振興を推進し、活動を広げること
で地域とともに成長していこうという志を持ったチームです。
そのことにより、他のクラブチームよりも費用負担が少なく各選手個人の負担を軽減し、スポーツ活動を支援しております。
さらに、トレーニングについては、サッカーの基礎を指導することだけではなく、サイバーステーション社内会議室を活用しての
勉強会やトップチームの試合観戦をしながらの講習、心や体も合わせたトレーニングなどスポーツ科学なども取り入れ、選手
の成長につなげたいと考えております。

通常練習（予定）
火曜日・木曜日
■場所：「まめだグラウンド」
■時間：19時00分～21時00分
土曜日・日曜日（試合がない場合）
■場所：「鞍月運動広場」
■時間：13時00分～15時00分

費用について
期間：平成２８年４月～平成２９年３月

■基本費用

クラブ説明会について
日時：平成２８年１月１７日（日）

９時００分～１０時００分
場所：サイバーステーション株式会社 本社 ３階会議室
（人数により２度に分けて行うこともございます）
お申込み方法：体験・入団申込用紙の応募内容の「説明会参
加」に丸を付けてご提出ください

費用 金額（税込） 備考

クラブ入団金 ６，０００円 クラブ入団時の初回のみ

クラブ年会費（年一回） ６，０００円 協会個人登録料・スポーツ保険含む

クラブ月会費 ６，０００円 毎月自動引き落としとなります

※１ クラブ着費用とは、クラブ指定の練習用ユニフォーム、指定用具の費用です。選手の消耗品となります。別紙注文書をご覧ください。クラブバックや移動着（ポロシャツ）などは
任意でご購入いただけます。当クラブのユニフォームスポンサーがｈｕｍｍｅｌ®です。お安くご提供しております。

※２ ソックスなどは、消耗品となります。石川県金沢市のスポーツ店「ＩＫＥＳＰＯ」で常時販売しております。
※３ 遠征費用は、できる限りクラブ運用費で賄い、大きなご負担がかからないよう努めます

■その他の費用について
【クラブ着費用】：現在調整中～ （※１ ※２）
【遠征費用等】：遠征費用は別途必要となります （※３）



株式会社 ビーイングホールディングス 株式会社 ナカノ自動車

アルファシステムコンサルティング 株式会社

荒木空調工業 株式会社 焼肉ダイニング an牛 【鞍月】

サイバーステーション 株式会社

FCサイバーステーション オフィシャルスポンサー

株式会社 アイ・オー・データ機器

黒崎産業 株式会社

FCサイバーステーション 復興支援チャリティーサッカー大会支援企業・協賛企業

株式会社 フィットアカデミー

株式会社 サンウェルズ



選
手
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報

ふりがな

身
体
・
経
歴
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報

ポジション

選手氏名 身長
cm

生年月日 体重
kg

学校名 足のサイズ
cm

所属チーム 過去の身長・体重（４月）

体験参加希望日
第一 第二

小学４年生
cm kg

住所・連絡先

〒 － 小学５年生
cm kg

TEL 小学６年生
cm kg

保
護
者
・
家
族
情
報
（
応
募
の
み
記
入
）

保護者氏名 ㊞ 中学１年生※1

cm kg

中学２年生※2
cm kg緊急連絡先（携帯）

利き手/利き足 右 ・ 左 / 右 ・ 左
メールアドレス

家族氏名 続柄 年齢 身長 スポーツ歴
サッカー以外のスポーツ歴

トレセン・選抜選出歴

負傷歴・アレルギー

FCサイバーステーション金沢 U-15 体験・入団申込用紙

応募内容： 体験のみ ・ 入団申込（体験含む） ・ クラブ説明会参加（2P参照）

サイバーステーション株式会社（以下 当社）は、個人顧客の情報を取り扱っている他、他社より大量の個人情報を預かって処理する業務を行っています。
これらを鑑み、当社は個人情報保護法及びJISQ15001を確実に遵守する体制を確立して、これらの個人情報を適切に取り扱い、保護することを社会的責務と考え、ここに「個人情報保護方針」を定め、これ
を実行し従うことを宣言いたします。
1.個人情報の取得・利用・提供については、あらかじめその取得目的、使用範囲などを本人に書面で提示して、同意を得た上で公正に取り扱います。
2.個人情報について、本人の同意を得られている以外の目的外利用をいたしません。
3.個人情報の本人の権利である、保有個人情報の開示、訂正、追加、削除、利用停止請求の行使には、これに応じます。
4.本人からの個人情報に関する苦情・相談には、真摯に対応します。
5.個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えいなどが発生しないように、安全対策を実施いたします。特に、クレジットカード情報などの悪用されやすい情報に対しては強固に安全対策
を施します。また、個人情報保護上の問題点が発見されたなら、速やかに是正致します。
6.個人情報保護の重要性について、所内に対する教育啓蒙活動を実施いたします。
7.当社で策定する個人情報保護に関する方針、組織、計画、実施、監査の体制を随時見直し、継続的な改善を図ります。
8.個人情報に関する法令、国などが定める指針、及び内部規程を遵守いたします。
2010年8月1日制定
2011年8月4日改定

個人情報の取扱（プライバシーポリシー）

上記、いずれかに○をつけてください。応募の場合は、すべての項目をご記入ください。体験の場合は、選手情報と身体・経歴情報のご記入をお願いします。
※１・２ 平成28年4月より2年生になるかたは※１までご記入、また、3年生となる方は※２までご記入ください。
その他、ご要望ご質問などございましたら、負傷歴・その他事項にご記入ください。

サイバーステーション株式会社
代表取締役長社長 福永 泰男

「お客様相談センター」
住所：〒920-8203

石川県金沢市鞍月四丁目187番地
TEL：(076)267-2192（平日：9:00～17:50）

送付先
FAX/メール

〒９２０－８２０３ 石川県金沢市鞍月４－１８７

サイバーステーション株式会社 管理部
FCサイバーステーション事務局 平内 宛

076-267-2193 送付先
郵送Email：cyber-jr@cyberstation.co.jp

月 日 月 日


