リベルタ⼤阪ＦＣ
Since 1999

2018年度
新⼊団員募集
体験⼊団開催中︕

リベルタ⼤阪FCは、⼤阪市⻄部（⻄淀川区、淀川区、福島区、港区、北区、⻄区、此花区）を拠点に活動している
U-15のタウンクラブです。

1999年設⽴以来、続けていること

●すべての選⼿に公式戦出場機会を与える
●すべての試合を記録に残す
●すべての試合を映像に残す

体験⼊団

特別企画2

特別企画1

ただ、⼦供達には
「⾃由であるためには、⾃⼰責任を果たさなければならない」
「やりたい事とやらなければならない事は違う」と⾔う事を
はっきりと⾃覚させる事から始めたい、と考えております。

クラブ説明会

★追加⽇程 ●⽇時変更

1⽉31⽇(⽔) 18時00分 〜 20時00分
特別企画1

リベルタはその名の通り「⾃由なクラブ」を⽬指しています。

歌島公園グラウンド

★追加⽇程 ●⽇時変更

2⽉ 7⽇(⽔) 17時45分 〜 18時45分 ★

2⽉ 7⽇(⽔) 17時30分 〜 19時00分 ★ フットメッセ海⽼江

2⽉ 9⽇(⾦) 17時45分 〜 18時45分

2⽉ 9⽇(⾦) 17時30分 〜 19時15分

2⽉12⽇(⽉) 14時30分 〜 15時30分

●

2⽉12⽇(⽉) 14時00分 〜 16時00分 ● 海⽼江グラウンド

2⽉18⽇(⽇) 11時30分 〜 12時30分

●

2⽉13⽇(⽕) 18時10分 〜 20時00分

3⽉ 2⽇(⾦) 17時45分 〜 18時45分

フットメッセ海⽼江

佃南⼩学校

2⽉18⽇(⽇) 11時00分 〜 13時00分 ● 海⽼江グラウンド

3⽉ 9⽇(⾦) 17時45分 〜 18時45分 ★

3⽉ 2⽇(⾦) 17時30分 〜 19時00分 ● フットメッセ海⽼江

3⽉10⽇(⼟) 14時30分 〜 15時30分 ●

3⽉ 7⽇(⽔) 18時00分 〜 20時00分

歌島公園グラウンド

3⽉16⽇(⾦) 17時45分 〜 18時45分

3⽉ 9⽇(⾦) 17時30分 〜 19時00分 ★ フットメッセ海⽼江

3⽉23⽇(⾦) 17時45分 〜 18時45分

3⽉10⽇(⼟) 14時00分 〜 16時00分 ● 海⽼江グラウンド

クラブ説明会 会場︓リベルタ⼤阪FC事務局オフィス

3⽉13⽇(⽕) 18時10分 〜 20時00分

佃南⼩学校

3⽉16⽇(⾦) 17時30分 〜 19時15分

フットメッセ海⽼江

3⽉23⽇(⾦) 17時30分 〜 19時15分

フットメッセ海⽼江

歌島公園グラウンド

佃南⼩

特別企画
リベルタ⼤阪では体験⼊団に参加頂く選⼿のみなさんへの特別企画と
して全国区で活躍する⼤阪の指導者に指導頂くことになりました。
ぜひこの機会にリベルタ⼤阪の体験⼊団に参加して、トップレベルの
指導を体験してみて下さい。保護者の⽅は指導時間中に、リベルタ⼤
阪事務局にてクラブ説明会を⾏いますのでぜひご参加下さい。
特別企画1

特別企画2

星原 隆昭⽒による特別指導

辻本 佳史⽒による特別指導

⽇本サッカー協会公認Ｓ級ライセンス
⽇本サッカー協会
ナショナルトレセンコーチ
⼤阪府サッカー協会
常務理事・技術委員⻑

⽇本サッカー協会公認Ｂ級ライセンス
FCグリーンウェーブ 監督
国体 ⼤阪少年男⼦ 監督
2年連続準優勝
・2008年⼤分国体
・2009年新潟国体

リベルタ⼤阪FC事務局

海⽼江グラウンド

フットメッセ海⽼江

お申込みはこちらから︕
QRコードからもできます

http://www.libertad‐osaka.jp/trial/apply.html

Ver. 133ECA0#7

サッカーが好きで⾼校でもサッカーを続けたい。
⽂武両道
希望する学校への進路を考えた時に学⼒的に諦めなければならないと
⾔うことは出来るだけ避けたいと考えています。
サッカーだけやっていればいい、と⾔うわけではないのです。
リベルタでは⻑期休暇の際に学習会などを実施して勉強⾯でのサポートも⾏なっています。
その結果、⼤半の選⼿が第⼀志望の⾼校へ進学しています。
【主な進学先】

公⽴⾼校
私⽴⾼校

【トレセン選抜選⼿】

・北野⾼校・春⽇丘⾼校・寝屋川⾼校・池⽥⾼校・箕⾯⾼校・北千⾥⾼校・清⽔⾕⾼校 ・⼣陽丘⾼校
・桜宮⾼校(体育科)・摂津⾼校(体育科)
・興國⾼校 ・⼤阪学院⼤学⾼校 ・近畿⼤学附属⾼校 ・⼤阪産業⼤学附属⾼校 ・⼤商学園⾼校
・東⼤阪⼤学柏原⾼校・同志社⾹⾥⾼校 ・常翔学園⾼校 ・清明学院⾼校 ・報徳学園⾼校(兵庫県)
・⼤阪市トレセン 7名 ・⼤阪府トレセン 2名

社会⼈チーム︓レジェンズ
2017年、リベルタOBが帰ってきた︕
中学時代の3年間、リベルタ魂を叩き込まれたサッカー好きが集まれ
る場所。
未来のレジェンズメンバーのために、先輩たちが作り上げていきます。

南 創太（2期）背番号︓19
学⽣時代10年間ほぼ毎⽇ボールに触れ、そして⾼校サッカー選
⼿権の⼤阪予選で負けて以来、もう⼀⽣本気でサッカーすること
はないのかなと思っていましたが、また真剣にサッカーに取り組
めるこんな環境を設けていただいたチーム、監督、メンバー、ス
タッフに感謝しかありません。このチームでは年齢も上の⽅にな
るので、やはりプレーでまわりを引っ張っていくようなそんな選
⼿になれるよう、トレーニング、試合に励みたいと思います。

クラブ情報
●●●● 設⽴

1999年4⽉

●●●● 活動エリア
⻄淀川区、淀川区、福島区、港区、北区、⻄区、此花区
(その他の地域の⽅もご相談下さい。 )

●●●● 練習スケジュール／グラウンド
基本的に週５回 (ただし試験１週間前の練習は⾃由参加とする)
夏期合宿︓7⽉〜８⽉に２泊３⽇程度の夏期合宿を⾏う
★⽕曜⽇ 18:00-20:00 (ナイター) 佃南⼩学校
★⽔曜⽇ 17:30-19:30 歌島公園グラウンド
★⾦曜⽇ 17:30-19:30 フットメッセ海⽼江
★⼟・⽇・祝⽇
海⽼江グラウンド

OB保護者からのメッセージ
＜サッカークラブですが、サッカーだけではありません＞
息⼦２⼈が10期12期でお世話になりました。
親⼦で話し合い、考えて⼊団を決めたのですが、揺れる中学年代、
⼤⼈への⼊⼝でこのクラブにめぐりあい本当に良かったと思ってい
ます。
【⾃分の頭で考える、⾃分の思いを相⼿に伝えようと努⼒する】
【挨拶をする、敬語を使う、⽬上の⽅に敬意をはらう】
⼤⼈になればできて当然︕なことかもしれませんが⼀朝⼀⼣で⾝に
つくことではありません。
在団中に時間をかけて指導してもらえるので卒団の頃にはどの選⼿
も、ものすごく成⻑しています。
サッカークラブですがサッカーだけではありません。
中学年代、どこでサッカーをしようかな︖と迷ってるなら是⾮⼀度
リベルタ⼤阪の体験にお越しください。

＜私がリベルタ⼤阪をおススメする理由(わけ)＞
・⾃⽴⼼のある⼦に育つ
・会費が安い
・⾮⽇常の経験ができる
・写真やビデオなど形ある思い出が残る
・礼儀が⾝につく
・社会⼈チームがあるのでずっとサッカーを楽しめる
・必ず試合に出場できる
・天然芝や⼈⼯芝などいい環境での試合がたくさんできる
・夏休みには学習会など宿題のフォローもある
・学校を越えた友達ができる

スタッフ
●●●● 監

・⼤阪府クラブユースサッカー連盟 会⻑

・関⻄クラブユースサッカー連盟 顧問
・⼤阪府サッカー協会 技術委員会 事務局⻑
・⼤阪府サッカー協会 ３種委員会 委員
・⼤阪府サッカー協会 事業・広報委員会 委員

●●●● 諸費⽤のご案内
営利⽬的ではなく中学年代の選⼿の健全育成を⽬的としております。
その為、⽉会費を極限まで抑えておりますが、良い環境（天然芝、
⼈⼯芝のピッチ）での試合や⾮⽇常のイベントなどをたくさん
ご⽤意しています。

・⽉会費

¥2,500

・⼊団⾦

¥2,000

その他⼊団時に必要な費⽤等、詳細はお問い合わせください。

督︓柏⽊ 義彦

●●●● ヘッドコーチ︓新屋 輝彦
●●●● コーチ︓中島 宏昭【JFA公認B級コーチ】
●●●● コーチ︓秋篠 淳也
●●●● 特別強化コーチ
JFA公認S級コーチによる特別指導も定期開催

体験⼊団のお問い合わせ、お申し込み、クラブについての詳細はこちらのURLより、お気軽にお問い合わせください。

www.libertad-osaka.jp

●●●● 連絡先︓リベルタ⼤阪FC事務局

〒599-0212 ⼤阪市福島区海⽼江8-2-32 グランデフィオーレ602

メール︓ join@libertad-osaka.jp

コーチ：中島 宏昭 (TEL: 090-3265-1277)

ウェブページからもお問い合わせ頂けます.

