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西金沢スクール特集！

【⽮伝蒼介選⼿コメント】
僕は2年⽣の時からスクールに通ってます。
毎週⾦曜⽇、スクールの友達とサッカーをするのが楽しみで
す。
⽩⼭コーチやチョルコーチは優しくて⾊んな練習を教えてく
れます。
サプライズで杉浦選⼿が来てくれて⼀緒に練習やゲームをし
てくれた時はとても楽しかったです！

【⽮伝蒼介選⼿の保護者コメント】
コーチの皆様いつもありがとうございます。
毎回汗だくになるぐらいサッカーを楽しんでいる蒼介です。
スクールの友達と最後の⽚付けをしている姿を⾒てて成⻑も
感じます。
スクールを通してホーム戦やイベントにも親⼦でたくさん参
加させて頂きました。
もうすぐ中学⽣になりますがスクールで教わった約束事も忘
れず何事にもチャレンジして欲しいです。

西金沢U-12クラス

西金沢U-12クラス 矢伝蒼介選⼿



西金沢スクール特集！

【⾕翼空選⼿コメント】
ぼくは幼稚園の時からツエーゲンのスクールに通っていま
す。コーチはいつも⾯⽩いし、分かりやすく教えてくれま
す。
サッカーが⼤好きなので、いつも練習や試合は絶対勝つと
いう気持ちでやっています。
プロサッカー選⼿になりたいので、これからも楽しく、真
剣にサッカーをして上⼿になりたいです。

【⾕翼空選⼿の保護者コメント】
当時通っていた幼稚園でツエーゲンのサッカー教室があり、
それがきっかけでスクールに通いはじめ4年になります。
⼈⾒知りな性格もあり、スクールに通い始めた頃はなかな
か友達とコミュニケーションが取れず⼼配していましたが、
たくさん褒めて伸ばしてくれるコーチや、いつも明るく接
してくれる仲間たちのおかげで、今では毎週スクールに⾏
くのが楽しみなようです。これからも仲間を⼤切にする気
持ちを忘れず、楽しくサッカーを続けていって欲しいです。
さらにレベルアップできるよう、これからもご指導よろし
くお願いします。

西金沢U-10クラス

西金沢U-10クラス 谷翼空選⼿



西金沢スクール特集！

【林海輝選⼿の保護者コメント】
保育園から始めたサッカー。⼩学⽣になっても楽しくサッカー
と触れ合ってもらいたいと思い、スクールに通い始めました。
スクールは技術向上や体⼒向上はもちろん、礼儀にも気をつけ
て指導していただいています。おかげで挨拶と掛け声は、ス
クールだけでなく、私⽣活でも⼈⼀倍⼤きな声で元気よく挨拶
が出来ています。そのおかげなのかコミュニケーション⼒は⾶
躍的に伸びたと感じています。また、出来ない事が出来るよう
になったり、点数を取ったり、良いパスが出来たりするといつ
も嬉しそうに話しをしてくれます。なかなか上⼿く出来ないこ
とは家でも練習する様になりました。何かに打ち込んで、⾃分
から上⼿くなりたいという気持ちを持てる事は⼤切だと思いま
す。そのキッカケを作っていただいたスクールには感謝してお
ります。

西金沢U-8クラス

【中村航⼤選⼿の保護者コメント】
ボールを蹴るのが⼤好き、ツエーゲンが⼤好きで、年中より
⻄⾦沢スクールに通っています。U-8クラスとなり、より技術
⼒が⾼まる練習になったなと思います。⽩⼭コーチから⼦供
達に「こんな時どうする？」と問いかける場⾯がよく⾒られ
ます。ただ技術を教えるのではなく、⾃分で考える⼒、理解
する⼒を⾝につけてもらっているなと感じています。
「1週間頑張って学校⾏ったし、今⽇はツエーゲンの練習
だ！」と⾔ってスクールに⾏く息⼦に、本当にサッカーが好
きなんだなと思います。いつまでもサッカー⼤好きな気持ち
を忘れずに、今やれる事を、⼀⽣懸命やり続けて欲しいで
す。これからもよろしくお願い致します。

西金沢U-8クラス 林海輝選手

西金沢U-8クラス 中村航大選手



西金沢スクール特集！

【⽶⽥安智妃選⼿の保護者コメント】
弱い⼒でただボールを蹴ることしか出来なかった娘。スクー
ルに⼊ってコーチから褒めてもらうことで⾃信を持ち、今で
は相⼿のボールを奪いにいく勇気も出てきました。何を意識
して練習するかで上達度が変わることも⾝をもって体験。
コーチによる個々に合ったきめ細やかな指導と、より上のス
テージに引き上げようという情熱が伝わり、娘も⾃⾝にとっ
て難しいことに挑戦する姿勢を⾒せることが増えました。他
の⼦と⽐べればまだまだ上⼿ではありませんが、コーチにな
ることが夢の⼀つとなるほどサッカーも⼤好きに。⼈として
⼤切なことも教わり、お友達も増え、楽しみながらスクール
に通っています。これからもサッカーを楽しみながらプレイ
ヤーとしても⼈としても成⻑していってほしいと願っていま
す。

西金沢U-6クラス

【⼭本⽃璃選⼿の保護者コメント】
ツエーゲン⾦沢スクールに通い始めてからは毎週⾦曜⽇にな
ると…「今⽇は、ツエーゲンだよね？やった！」
練習場所に⾏く⾞内では…「ツエーゲン！ガンガン！⾏こう
ぜ！」と必ず歌う息⼦。ツエーゲン⾦沢スクールに⼊ってか
らサッカーをすることが楽しいと思ってくれるようになりま
した。そう思わせてくれたのも、コーチと⼤切な仲間のおか
げです。全てのプレーに対してまずは褒める、そして、⼤切
なことは指導して頂いていることでサッカーを含め⾊々な成
⻑を実感できています。今後もサッカーを頑張る息⼦を応援
したいと思います。ツエーゲン⾦沢スクールに⼊って本当に
良かったと思っています。

西金沢U-6クラス 米田安智妃選手

西金沢U-6クラス 山本斗璃選手



2022年度 スクール紹介

スーパークラス

U-10内灘クラス

U-10フルピッチクラス

各ポジションのスペシャリストを育成、実戦で必要な個⼈戦術、グループ戦術を習得させ
ることを⽬的とするクラスです。サッカーの基本技術が⾝についている⼦どもたちを対象

とした、より⾼いレベルのテクニックを⾝に着けるクラスです。

プロサッカー選⼿養成クラスです。セレクション・スカウトにてメンバーを構成致しま

す。将来、Jリーグは基より、⽇本代表、海外で活躍する選⼿の発掘・育成・強化を⽬的と

し、複数のプロサッカー選⼿、複数のカテゴリー別⽇本代表選⼿の育成実績がある指導者
が選⼿の可能性を最⼤限引き出し引き上げます。

ツエーゲン⾦沢独⾃のカリキュラムで、年齢・経験・性別に関係なく、基本技術やテク

ニックに加え、サッカーに必要な個⼈戦術も習得することを⽬的としたクラスです。スタンダードクラス

アドバンスクラス

クラス名 曜 日 会 場 カテゴリー 時 間

内 灘 水 内灘町屋内多目的広場
U-10 (3・4年) 17:00～18:15

U-12 (5・6年) 18:30～19:45

小 松 水 弁慶スタジアム

U-6  (未就学児) 16:30～17:30

U-8  (1・2年) 16:30～17:45

U-10 (3・4年) 17:45～19:00

U-12 (5・6年) 17:45～19:00

内 灘 木 内灘町屋内多目的広場

年少クラス 16:00～17:00

U-6  (未就学児) 16:00～17:00

U-8  (1・2年) 17:00～18:15

西金沢 金 健民スポレクプラザ

U-6  (未就学児) 15:45～16:45

U-8  (1・2年) 17:00～18:15

U-10 (3・4年) 17:00～18:15

U-12 (5・6年) 18:30～19:45

クラス名 曜 日 会 場 カテゴリー 時 間

U-10 フルピッチゲームクラス 月 スポーツ交流広場 U-10 (3・4年) 17:30～18:45

U-12 ストライカーアカデミー津幡

火

萩野台小学校体育館 U-12 (4・5・6年) 17:45～19:00

U-12 テクニカルアカデミー杉山クラス 本田鉄工株式会社体育館 U-12 (4・5・6年) 19:30～20:45

U-12 ポジションフォーカスクラス 金 ホクモウスポーツガーデン U-12 (5・6年) 18:45～20:15

クラス名 曜 日 会 場 カテゴリー 時 間

U-6スーパーキッズクラス 金 内灘町屋内多目的広場 U-6（年長） 17:00〜18:00

U-8 プレエリートクラス 金

ホクモウスポーツガーデン

U-8 (1・2年) 17:00～18:30

U-10 エリートクラス 土 U-10 (3・4年) 18:00～20:00

U-12 スーパークラス 日 U-12 (5・6年) 18:00～20:00

U-12スーパークラス



2022年度 スクール紹介

大人のクラス

クラス 会 場 時 間

月曜日 (第2・4) ホクモウスポーツガーデン 19:00～20:30

水曜日 (毎週) 内灘町屋内多目的広場 20:00～21:30

木曜日 (第1・3) 本田鉄工株式会社体育館 19:30～21:00

金曜日 (毎週) ホクモウスポーツガーデン 20:30～22:00

土曜日 (第2・4) ホクモウスポーツガーデン 20:15～21:30

日曜日 (第1・3) ホクモウスポーツガーデン 7:30～9:00

基礎から学びたい⽅、レベルアップを⽬指したい⽅、運動不⾜を解消したい⽅、

サッカー経験・レベル・性別を問わず、ツエーゲン⾦沢独⾃のメソッドでサッカーの楽し

さ・奥深さを体感しましょう。

大人のクラス

2022年度 新規開校クラス

年少クラス
2022年4⽉より、スタンダードクラスの新規開校ク
ラス！年少クラスが誕⽣しました。
クラブ初となる年少クラスは、元プロサッカー選⼿
で、現ツエーゲン⾦沢U-12監督の⼤⽯明⽇希コーチ
が担当し、サッカー（スポーツ）の楽しさ・奥深さ、
運動神経の発達と育成を最⼤限に引き出し、引き上
げます。またサッカーだけでなく集団⾏動や⼈間性
の成⻑も促します。

■曜⽇・時間
毎週⽊曜⽇ 16:00〜17:00

■場所
内灘町屋内多⽬的広場(⽯川県河北郡内灘町宮坂ぬ
33-1)

サッカーを始めたい・スポーツを経験したい年少の
皆さん！
是⾮⼀度ツエーゲン⾦沢サッカースクール事務局ま
でお問い合わせください。

シニアのサッカークラス ２・３歳児親子サッカークラス

・楽しむ

・⾝に付ける
・つくる
この３つのコンセプトを元

にトレーニングを⾏なって
います。

■曜⽇・時間

⽕曜⽇（第2・第4）
9:30〜10:50

■場所
内灘町屋内多⽬的広場

お⼦様と保護者の⽅が楽し

く適切な運動を⾏うこと
で、親⼦の絆を深め、お⼦
様の運動能⼒向上に加え、

楽しいコミュニティーの場
を提供します。

■曜⽇・時間

⽊曜⽇（毎週）
10:30〜11:20

■場所
内灘町屋内多⽬的広場



オールスター交流会 開催！

ここ数年は、新型コロナウイルス感染症の
影響で開催できていませんでしたが、3 回⽬

となるオールスターサッカー交流会を開催
しました。

当⽇は、トップチーム選⼿・監督・コー

チ・スタッフとミニゲームを楽しみまし
た。参加者の皆さんは、普段スタジアムや

テレビで観ているプロサッカー選⼿と交流
することができ、本当に楽しそうな様⼦で

した。

選手宣誓 重田奏佑選手



Jリーグクラブ 大人の名古屋交流会！

【試合結果】
■ vs ガンバ⼤阪 0-4

■ vs 名古屋グランパス 0-1

■ vs 京都サンガF.C. 2-0

■ vs FC岐⾩ 5-0

【参加チーム】
・名古屋グランパス ・京都サンガF.C.

・ガンバ⼤阪 ・松本⼭雅FC

・セレッソ⼤阪 ・FC岐⾩
・横浜Fマリノス ・ツエーゲン⾦沢
・清⽔エスパルス

今回、名古屋グランパス主催イベント、⼝論義 J クラブ⼤⼈スクール交流戦に参加
しました。今⼤会は、過去最⼤の9クラブ 10 チームが参加しました。
昨年初得点・初勝利をあげたこともあり、今⼤会では2勝を⽬標として⼤会に参加
し、 J1 クラブの京都に勝利、昨年 3-0 で勝利した岐⾩にも 5-0 で勝利するという結
果を出すことができました。
⼤会に参加し、勝敗もちろんですが、それ以上に⼤⼈のスクールでトレーニングし
たことを出す場となったことやチームとしてまとまる⼀体感など、このような⼤会
でしか得られない貴重な経験をすることができました。



U-12スーパークラス国内強化遠征！

12⽉26⽇(⽉)に⾏われた名古屋グランパス主催イベント、2022⼝論義スーパーカッ

プに参加しました。

ここ数年海外遠征が⾏けていない中での国内強化遠征となりましたが、普段のト
レーニングでは経験できない刺激が多くあり、参加選⼿にとって、プレーだけでな

く、意識の⾯でも変化があったイベントとなりました！

また、選⼿たちは結果と内容にこだわり、⾃分の特徴を思う存分発揮しており、改
めてツエーゲン⾦沢 U−12 スーパークラスに在籍している選⼿の「個の能⼒」の⾼
さを感じました。

この⼤会での経験を活かして、これからも⽬標に向かってレベルアップして欲しい

と思います！」

■ vs アスルクラロ沼津 2-0

■ vs FC岐⾩ 2-4

■ vs カターレ富⼭ 4-3

■ vs 名古屋グランパス 0-2

■ vs セレッソ⼤阪 1-1

6年生 試合結果

■ vs アスルクラロ沼津 5-2

■ vs FC岐⾩ 1-0

■ vs カターレ富⼭ 1-1

■ vs 名古屋グランパス 2-5

■ vs セレッソ⼤阪 0-2

5年生 試合結果



冬休み短期集中プロサッカー選手養成クラス開催

12月27日(火)

12月28日(水)

12月29日(木)



生年月日1991/12/14

静岡県藤枝市出身

生年月日1997/9/19

大阪府吹田市出身

U-12監督：大石 明日希

■選手歴

浜松大学

ツエーゲン金沢

■指導歴

ツエーゲン金沢U-12監督

ツエーゲン金沢U-12コーチ

ツエーゲン金沢津幡U-15監督

ツエーゲン金沢津幡U-15コーチ

ツエーゲン金沢スクールコーチ

■指導資格

JFA公認C級ライセンス

生年月日1997/12/11

石川県津幡町出身

U-12・スクールダイレクター：白山 勇海

■選手歴

太白台FC

ツエーゲン金沢U-15

ツエーゲン金沢U-18

■指導歴

ツエーゲン金沢スクールコーチ

ツエーゲン金沢U-12コーチ

ゴールデンイーグルプログラム(金沢地区)

U-12トレセン(金沢地区)

■指導資格

JFA公認B級ライセンス

JFA公認キッズリーダーインストラクター

生年月日1996/4/10

北海道札幌市出身

スクールコーチ：杉山 幸平

■選手歴

SSS札幌U-15

札幌第一高等学校

金沢星稜大学

■指導歴

ツエーゲン金沢スクールコーチ

ツエーゲン金沢U-12コーチ

バディーSCコーチ

ツエーゲン金沢スクールコーチ

■指導資格

JFA公認C級ライセンス

JFA公認キッズリーダー

JAPO公認スポーツリーダー

■選抜歴

第72回国民体育大会（石川県選抜）■日本代表歴

アジアカップ日本代表(1988年)

日本B代表(1988年)

生年月日1964/12/13

兵庫県神戸市出身

アカデミー・スポーツ事業本部長：白澤 久則

■選手歴

神戸フットボールクラブ

ヤンマーディーゼル(現セレッソ大阪)

教育研究社FC京都パープルサンガ

(現京都サンガFC)

■指導歴

ツエーゲン金沢U-12 統括

サッカー塾タイソンU-12 個別指導

ヴィッセル神戸U-12 統括

兵庫県トレセンU-12

神戸市トレセンU-12/U-11/U-10

■指導資格

JFA公認A級U-12ライセンス

JFA公認GK C級ライセンス

JFA公認キッズリーダーインストラクター

GKコーチ：田代 祐平

■選手歴

星稜高等学校

金沢星稜大学

ツエーゲン金沢(GK)

■指導歴

ツエーゲン金沢短期集中クラスGK担当

ツエーゲン金沢スクールコーチ

■指導資格

JFA公認C級ライセンス

■生年月日

1984/9/18

U-12コーチ・スクールコーチ：尾山 大空

■選手歴

吹田JFC江坂

大阪府立摂津高等学校

北陸大学

■指導歴

ツエーゲン金沢スクールコーチ

■指導資格

JFA公認C級ライセンス

JFA公認キッズリーダーライセンス

ツエーゲン金沢スクールスタッフ紹介

【中村⽃良選⼿コメント】

5期連続で総合1位になれて嬉しいです。
毎⽇、ただリフティングの回数を増やすた
めだけではなく、試合で⽣かされるような
ボールコントロール、ボールタッチができ
るよう意識して取り組んでいます。その上
でスピード、正確さを求め練習しています。
3期も総合1位を⽬指してがんばります

ツエーゲン金沢サッカースクール第2期

今回の短期集中クラスは定員の2倍を超える申し込みがあり、たくさんの選⼿に参加
してもらいました。
1⽇⽬はストライカー、2⽇⽬はテクニカル、3⽇⽬はディフェンスとテーマを変えて
トレーニングを⾏いましたが、全⽇程「個の能⼒の向上」をテーマにトレーニング
メニューを構成しました。たった1回ずつのトレーニングでしたが、間違いなく選⼿
の意識やプレーは変化しレベルアップしたと感じます。
参加していただいた選⼿の皆さん、ありがとうございました！



第46回全⽇本U-12サッカー選⼿権⼤会⽯川県⼤会 試合結果

ツエーゲン金沢U-12情報

■2回戦 vs 笠間 4-0

得点者:五島・国原・稲本・野⽵

■3回戦 vs ブルーラグーン 12-0

得点者:五島・国原4・浅⽥・清⽔・川端・⼭⼝2・⽵松・重⽥

■準々決勝 vs 菊川 5-0

得点者:稲本・浅⽥・五島2・浦

■準決勝 vs SOLTILO SEIRYO FC 5-0

得点者:稲本・林・国原2・野⽵

■準決勝 vs 符津 4-0

得点者:五島2・国原2
得点28・無失点



全⽇本U-12サッカー⼤会選⼿権⼤会

試合結果

ツエーゲン金沢U-12情報

【試合結果】

■グループステージ1回戦 vs ヴェルフェ⽮板 0-3

■グループステージ2回戦 vs アッズーロ 1-5

得点者:稲本

■グループステージ3回戦 vs レノファ⼭⼝ウエスト 2-1

得点者:国原2



ツエーゲン金沢 SNS情報！



将来の日本代表をツエーゲンから
 ン金沢サ カ ちたた事年 開校し 現在 ち 歳〜 てつ 歳  て3 歳幅 対象 合計 ちた 校  ち事 

業 運営し いま  ン ア ン 大人  っ 本柱 軸

ちたちだ 年 ６月 大人 イカ  だた 月  ち 3 歳児親子サ カ ニア サ カ 新規

開校しまし

新 毎年開校 こ ン金沢 理念や つ 価値 石川県民 幅広く浸透さ 機会 増や

こ 繋 同時 あ ゆ ニ 対応 キ 各 求 いう観点 自身 成長

やや 甲斐  繋 いま  

さ  ちたちち 年度 新 仕掛け し U-だち個別サポ いう J 初 や イベ

ン 実施し こ ン金沢サ カ 業 唯一無 存在 う ま 年

齢 関わ サ カ 出会いや経験 人生 良い影響 与え こ 目指し 取 組 参 い 思いま

現在 多く 定員キャン 待 興味 あ 方 是非一度 問い合わ く さい！！

体験申し込みはこちら

お問い�わせ 

ツエーゲン金沢サッカースクール事�局  076-254-5081 



【U-12】
○JFA7⽇öU-12サッカー¤⼿�
<⽯川þ⼤;優�(3Ê覇)>

○金沢�o年サッカーリーグ
<U-12・U-10優�>

○金沢�サッカー協;;g[
<U-12⼀g優�>

○金沢�g[o年サッカー⼤;
<Ⅰg(U-12)優�・Ⅱg(U-11)優�>

○プレミアリーグ⽯川U-11
<U-12⼀g優�>

○若葉º・ひまわりほーむカップVv[38回⽯川
þジュニアサッカー⼤;

<U-11優�>

【U-18】
○Î円¥[JFAU-18サッカープレミア
リーグ2022
<プレーオフ,場>

○Î円¥[JFAU-18プリンスリーグ
<北t#[3�>

【U-14】
○U-14北t#クラブユースサッカ
ーl©⼤; 

<北t#優�>

【U-13】
○U-13北t#リーグ
<©優�>
○U-13エリートプログラム
<2�¤,>

ツエーゲン金沢U-12 セレクション情W

2023年度セレクション

【U-15】
⽇öクラブユースサッカー¤⼿�U-15⼤;
7国ベスト8

この度、ツエーゲン金沢では、

現⼩�2・3・4年⽣をMcに「ツエーゲン金沢U-
12セレクション」を開ßします。

ÿ�はこちら

＜[1Ûセレクションp�技＞
■⽇時
2023年1⽉29⽇(⽇)
17:30〜20:00(受付17:00〜)
 
＜[2Ûセレクションp�技＞
■⽇時
2023年2⽉3⽇(金)
18:00〜20:00(受付17:30〜)

＜£¾セレクションp3者⾯Ä＞
¤⼿ö©・保!者と⾯Äを⾏います。

⽇時・;場等のÿ�は、�§者にのみØ⽇ごÊýさせていた

だきます。

2022
アカデミー情W


