
チーム紹介  

2008年4月にチーム活動をスタート

しました。当時は、那須・那須塩原地

域にはクラブが無く、子供達がサッカー

をする場所を作るためにエルマーノがで

きました。あれから13年目となります。

当クラブのGMはクラブユースサッカー

連盟の副事長で事務局を担当してお

り、クラブ連盟の中でも信頼された

チームです。チームの運営と指導者が

違うというのも、エルマーノの特徴だと

思います。ご安心いただき、お子様を

預けていただければ幸いです。 

- 代表 佐田繁理  
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2019年度 鏡石ジュニアサッカーフェスティバル 優勝 

１．FCエルマーノ那須とは？ 
 FCエルマーノ那須は、スペイン語で「兄弟」の意味を持つ“Hermano（エルマーノ）”から

名付けられた、栃木県那須町・那須塩原市を拠点に活動するジュニアユース（中学生）

サッカーチームです。 

 サッカーに関する活動は元より、勉強や季節のイベントなど、中学生の成長を後押しするこ

とを大切にしているクラブチームです。また年数回のイベント時には、エルマーノの子供達だけ

でなく、サッカーを愛する地域の子供達が誰でも参加出来るようにご案内しています。 

 これから何処でサッカーを続けさせるか、勉強や送迎の問題など色々悩む事があると思いま

すが、良い指導者の下でサッカーをすること、中学生時代を過ごすことの大切さを一つの選

択として考えていただきたいと思っています。 

 充実の指導体制 
 JFA公認A級コーチジェネラルを持つ、元鹿島アントラーズコーチの茂木亮一監督を中心

に質の高い指導をしています。またチームアドバイザーとして、宮澤ミシェル氏（サッカー解説

者）・高木琢也氏（大宮アルディージャ監督）・廣山望氏（JFAアカデミー指導者）・

秋田豊氏（いわてグルージャ盛岡監督）に協力をいただいています。 

 文武両道の精神 
 「サッカーが上手ければ良い。試合に勝てれば良い。」そんな考えは私たちにはありません。

中学生としての規律正しい行動や学業・学校行事にも集中して取り組める基礎能力の育

成を大切にしています。 

 例として、定期テスト・実力テスト期間中や体育祭前日には練習を制限（お休み）した

り、夏休みや冬休み等の長期休暇中に勉強会を開催しています。   

FCエルマーノ那須 ニュースレター   2020 年 11 月  

FCエルマーノ那須  



２．活動内容 
 FCエルマーノ那須では「STEP BY STEP ～一歩ずつ前へ進む～」をポリシーに日々の

活動に取り組んでいます。 

 TRAINING：練習  

 MATCH：試合  

 公式戦は大会のレギュレーション（主に学年や年齢の違い）に沿ったチーム編成で挑み

ます。その場合には別の学年は大会に同行してフレンドリーマッチを行うか、別行動で練習

や試合を行います。 

 また試合会場まではエルマーノ保有のマイクロバスにより移動しますが、ご都合によりご家

庭での送迎も可能です。 

 MEMBER：在籍選手一覧  

 ３年生：14名 ／ 2年生：13名 ／ 1年生：9名 (2020年11月現在） 

  ※那須町、那須塩原市、大田原市、那須小川町、福島県、等、広範囲から在籍。 

2019年度 高円宮杯 栃木県大会準々決勝での円陣 

曜日 時間帯 場所 

火曜日 19:00～21:00 黒磯南高等学校 or 日新中学校 

木曜日 19:00～21:00 青木サッカーグラウンド 

金曜日 19:00～21:00 青木サッカーグラウンド 

土曜日 10:00～12:00 ホテルアライ サッカーグラウンド 

日曜日 10:00～12:00 ホテルアライ サッカーグラウンド 

※シャリシャリピッチ、他、状況により変わる場合があります。 

高い指導レベルを求めて遠方

からくる選手もいますし、サッ

カーが好きだからと入ってくる

選手もいます。それぞれレベル

に合った指導をしてくれ、3年

生の最後にはどちらも成長した

姿を見せてくれます。 

（OB保護者：父） 

練習時間や練習場所がハッキ

リしているので、送迎や他の予

定が組みやすいです。 

（2年生保護者：母） 

「長時間かけて早朝から試合

に行ったけど、試合に出られな

かった。」というようなことは今ま

で一度もないですね。 

（3年生保護者：母） 



Staff：スタッフ紹介 

2019年度は、元日本代表の秋田豊さんが来てくださいました。 

氏名 役職 主な経歴 

佐田 繁理 オーナー・代表 

※株式会社さだ企画 

  代表取締役CEO  

 

 

【選手経歴】 

 香港リーグ『東方足球隊（オリエント）』  

 日本人プロサッカー選手第１号 

茂木 亮一 監督 

JFA公認A級コーチジェネラ
ル 

【選手経歴】 

 住友金属（現鹿島アントラーズ） 

 元U-18、U23日本代表 

【指導者経歴】 

 鹿島アントラーズコーチ 

 中央学院大学コーチ 

 ノーバジェラソン監督 

佐藤 勝彦 ヘッドコーチ 【選手経歴】 

 矢板中央高等学校 

齋藤 智秀  GKコーチ 【選手経歴】 

 FCエルマーノ那須OB（第二期生） 

佐田 有希 コーチ 【選手経歴】 

 FCエルマーノ那須OB（第二期生） 

佐藤 誠  コーチ 【選手経歴】 

 佐野日本大学高等学校 

チームアドバイザー   

宮澤 ミシェル  サッカー解説者 元Jリーガー 

高木 琢也  大宮アルディージャ監督 元日本代表 

廣山 望 JFAアカデミー指導者  元Jリーガー 

秋田 豊 いわてグルージャ盛岡監督 元日本代表 

プロのコーチの指導で、とても

ハイレベルな戦術を教えても

らっています。 

私も小中高とサッカーをしてい

たのですが、今更ながらディ

フェンスラインの作り方が間

違っていたと気づきました。 

指導を聞いていると凄く面白い

です。 

（3年生保護者：父） 

先月、NHKのニュースに日本

人プロサッカー選手第１号とい

うことで代表が出演しているの

を見てビックリしました！！  

↓こんな記事もよく見ます。 

（1年生保護者：母） 

年間１～２回ぐらい開催される

サッカークリニックで、有名な

サッカー選手が来てくれて、保

護者の方がドキドキしちゃうこと

があります。(笑) 

（3年生保護者：母） 



名物、夏合宿！  

FCエルマーノ那須では、毎年

夏休みを利用し福島県の裏

磐梯でフィジカル合宿を行い

ます。 

この合宿により選手のフィジカ

ルは飛躍的に向上するので

すが、同時に、とても厳しい合

宿をやり切ったことによる達成

感で、子供たちは大きな大き

な自信を手にします。 

自信を手にした選手たちは夏

休み後のリーグ戦や高円宮

杯で見違えるようなプレーを

見せてくれるようになります。 

しかし！ この合宿の魅力は

これだけではありません。佐田

GMとお母さんたちによる手作

りの食事が毎食提供されま

す。 

これが絶品で疲れ切った選手

たちが黙々と丼飯をたいらげ

る姿が感動的です。 

中でも佐田GMのスペシャルメ

ニュー「SPAMおにぎり」は門

外不出のレシピで合宿に同

行したお母さんだけがその秘

密に辿り着けます。  

お寺での修行の様子…  ではありません。 夏の強化合宿の食事。 

３．選手へのサポート体制  
 中学生は心身共に最も成長する時期で、保護者の皆さんも大きな期待をされている時期

だと思います。しかしそれと同時に、反抗期に代表されるようにとても不安定な時期でもありま

す。サッカーのことはもちろん、進路のことや友人とのことなど、沢山のことを考え、悩み、大人に

なるための準備をする時期なのでしょう。 

 そんな中で我々大人が大切にしなければならないのは、子供たちが助けやアドバイスを必要

とする“適切なタイミング”で、“適度に”関わってあげることだと思っています。 

 我々FCエルマーノ那須では、普段の活動を通じて子供たちの様子を見極め、サッカーのこと

に限らず、勉強のことや私生活のことなども、保護者から一歩離れた立場として、佐田GMを

中心にシッカリと選手の心身のコンディションをケア致します。 

 一方で保護者やご家族は、小学生までのよ

うには言うことを聞いてくれなくなってきた子供た

ちにイライラしたり、なかなか一歩を踏み出せな

いでいる我が子にヤキモキしてしまったりと、こち

らもまた御苦労をされる時期かと思います。そ

ういったことも話し合い助け合えるクラブであり

たいと思っていますので、是非、何かありました

らお声がけください。 
夏の雨でドロドロになったグラウ

ンドや坂道を必死の形相で走り

続ける我が子を見て、「ウチの

子もこんなに頑張れるんだ。」と

感動して涙してしまいます。青

春が蘇りますよ！ 

（3年生保護者：母） 

栄養抜群！！ 合宿の朝食 



活動予定作成時

に大切にしている

こと  

FCエルマーノ那須では、全学

年の選手が健やかに成長で

きるよう、全学年の選手が試

合の経験を積めて日々の練

習に張りが出るようなスケ

ジュールを心掛けています。 

また、それを支える保護者の

皆さんがお子さんと一緒に選

手の成長を楽しめるよう、保

護者間でのコミュニケーション

を円滑にすることも大切だと

感じています。  

保護者イベントも充実してい

て、他の保護者とのコミュニ

ケーションが取りやすいです。

忘年会での代表協賛ジャンケ

ン大会は大盛り上がりでした。 

（2年生保護者：母） 

４．年間スケジュール ※2019年度実績より  

FCエルマーノ那須の年間スケジュールを2019年度を例に説明いたします。 

大会やアドバイザーのスケジュールにより若干変更となる場合がありますのでご了承ください。

また2020年度はコロナ禍によりこちらとは異なるスケジュールで活動しています。 

時期 内容 対象 

４月 クラブユースサッカー選手権（～全国大会８月） U15 

５月 鏡石ジュニアサッカーフェスティバル（遠征合宿） 全学年 

 保護者顔合せ会 保護者 

６月 後期U15リーグ戦（～8月頃） U15 

８月 夏合宿 全学年 

９月 U13リーグ戦（～翌年2月頃） U13 

 高円宮杯 U15 

１１月 ラストゴール杯 U15 

１２月 下野杯 U14 

 保護者忘年会 保護者 

 餅つき 全学年 

１月 初蹴り・秋田豊氏のサッカークリニック 全学年・OB 

 FCみやぎバルセロナ遠征CUP U14 

２月 前期U15リーグ戦（～4月） U14 

３月 ３年生卒業イベント ３年生 

 

ウチの息子の学年は人数が11

人未満だったので試合ができ

るか不安でしたが、学年関係

無くA戦、B戦というマッチメーク

が多いので、近いレベルの選手

と一緒に沢山試合に出てま

す。唯一１年生だけのU13リー

グは、他クラブチームと合同で

出場し、新しい友達もできて

GOOD！！ 

（1年生保護者：父） 

３年生が高校合格を祈願して、太宰府天満宮へ奉納する絵馬：代表よりプレゼント 



お問い合わせ先  

当クラブの詳細について、お気軽

にお問い合わせください。  

FCエルマーノ那須  

〒325-0303 栃木県那須郡

那須町高久乙3376-820  

TEL&FAX：0287-78-6366 

携帯電話：090-1047-9990 

E-MAIL info@ermano.jp 

事務局：佐田洋子  

 

Web : http://ermano.jp/ 
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企画・製作・発行 

FCエルマーノ那須事務局 

＆保護者会 

 

５．主な費用 

 会費  

   入会金：無料 ／ 年会費：10,000円 ／ 月会費：8,000円 

 初年度準備品  

 

 

 

 

 

 

 

 

 各種イベント費用  

 

 

卒業生の主な進路  
 【サッカー関連 過去3年の実績】 

  鹿島アントラーズユース （セレクション合格） 

  栃木サッカークラブユース （セレクション合格） 

  矢板中央高等学校  （特待生） 

  文星芸大付属高等学校（特待生） 

 

 【サッカー関連 それ以前の実績】 

  前橋育英高等学校  （特待生） 

  聖光学院高等学校  （特待生）、他 

品名 価格 ※2020年度実績 

チームジャージ（上下・半パンツ） 21,500円 

チームバッグパック 8,200円 

チームウォーマー（上下） 24,000円 

ユニフォームパンツ（青、白） 各4,500円×2＝9,000円 

（GK 6,000円×2=12,000円） 

ユニフォームソックス 1,100円～1,300円 

チームシャツ（Tシャツ×2、ポロシャツ×2） 
チーム支給により無料 

チームベンチコート 

品名 価格 

鏡石遠征 
その年のプランにより変わります。 

夏合宿 

  
【2019年度卒業生実績】 

 宇都宮高等学校 

 大田原高等学校 

 黒磯高等学校 

 矢板東高等学校 

 那須拓陽高等学校 

 那須高等学校 

 矢板中央高等学校  （特待生） 

 文星芸大付属高等学校 （特待生）、他 

 


