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MIOびわこ滋賀レディース（滋賀県草津市）

活動日時

月曜（18：30～20：30）

水曜（18：30～20：30）

金曜（18：30～20：30）

週末は県内外で練習試合や公式戦を中心に行っている

体験日等

基本はいつでも可能。HP参照してください。

HPトップ画面→アカデミー→レディース→練習体験フォームの順に進んでください。

チーム紹介

活動5年目を迎えるチームです。

サッカーが好きになります、自分で判断し、自らが自発的に行動できる選手の育成を目指し、取り組んでいます。

体験に来たらチームの雰囲気や色が伝わると思うので是非会場に足を運びに来てください、眼で見てください、

プレーで感じてみてください。

連絡先
担当者氏名 電話番号 メールアドレス

東 広樹 090-1716-1429 azuma@mio-biwako.com

おおつヴィクトリーズサッカークラブ(滋賀県大津市)

活動日時

毎週月曜日・水曜日 18:30～ 皇子が丘公園グランド

毎週土曜日・日曜日 試合若しくは練習

隔週木曜日 18：30～ 皇子が丘公園グランド

体験日等

随時受け付けていますのでご連絡ください。

チーム紹介

1992年に設立した滋賀県女子サッカークラブで関西の中でも伝統のあるチームです。

永い歴史の中で多くのなでしこリーガや年代別日本代表選手を輩出しており、観て楽しいプレイしたらもっと楽しいを

モットーに活動しています。時にはなでしこリーグ選手やJリーグ選手が練習に参加してくれます。

現在はレディース24名・ガールズ（スクール生含む）16名で笑顔いっぱいにボールを蹴っています。

連絡先
担当者氏名 電話番号 メールアドレス

小林克己 090-8383-7860 shoot_koba@yahoo.co.jp

mailto:azuma@mio-biwako.com
mailto:shoot_koba@yahoo.co.jp


バニーズ京都SC flaps（京都府京都市）

活動日時

毎週火曜日・木曜日・土曜日・日曜日・祝日

火曜日・・・長岡京市スポーツセンター

木曜日・・・kerubitoフットサルクラブ

土日祝日・・・三栖公園フットサル場

体験日等
随時体験可能です！お気軽にご連絡をお待ちしております。

チーム紹介

日本女子サッカーリーグ（現なでしこリーグ）に所属する「バニーズ京都SC」の下部組織として2006年に創設されました。地域の女子
サッカーの普及・発展を目的に２０１５年度より「バニーズ京都SC flaps U-15」を、そして２０１８年度には「バニーズ京都SC flaps
U-18」を立ち上げました。現在、U-15は「JFA U-15女子サッカーリーグ関西」に京都から唯一参加し、常に関西トップクラスとして
試合をしています。また、U-18は立ち上げ初年度より京都府大会を４連覇しています。flapsには大学生、社会人のチームもあり、
サッカーを生涯スポーツとして、女子選手が中学年代から一貫した考え方の中で、安心してプレーできる環境をご用意しております。
明るく、元気で、前向きなflaps。あなたも一緒にflapsでプレーしてみませんか？

連絡先
担当者氏名 電話番号 メールアドレス

阪田 和哉 080-9307-4182 bunnys.flaps@gmail.com

FC TIARA GIRLS（滋賀県大津市）

活動日時
毎週、月、金19：00～21：00 土、日、祝、練習や試合など

詳しくは、お問い合わせください。 (土日祝は主に日中の活動になります。)

体験日等
毎週、月、金19：00～21：00 スケジュールに応じて土、日、祝、の体験も可

随時受け付けてます。詳しくは、お気軽にお問い合わせください。 (土日祝は主に日中の活動になります。)

チーム紹介

世代別日本女子代表を育成された指導者が個々に直接指導していただけます。この女子育成のスペシャリスト指導者を中心に文武
両道で活動を行ってます。

また、「継続」をモットーにしてます。

結成して5年とまだ若いチームですが、楽しく、情があふれる気持ちのあるアットホームなチームです。

連絡先
担当者氏名 電話番号 メールアドレス

玉井雄大 080-5331-9214 totorikuaka30@gmail.com
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京都精華学園中学校女子サッカー部(京都府京都市)

活動日時
月曜日（ミーティング／戦術講義）、火曜日（学校人工芝グランド練習）、木曜日（休養日）
水・金曜日（公共人工芝グラウンド練習）、土・日曜日（練習試合等）

体験日等
オープンキャンパス等入試イベント開催日
（本年度の６年生対象の募集は終了しました。）

チーム紹介

明るく元気に学校生活を共にしながら、【最先端の戦術の修得】【主体性・協調性の向上】【文武両道の徹底】を
モットーに毎日笑顔で厳しい練習に励み、勉学と競技の中高６年一貫指導で「全国大会上位進出」「高校卒業時
の進学保証」の実現を目指しています。セレクション等はありませんので、まずはお気軽にご連絡下さい。

連絡先
担当者氏名 電話番号 メールアドレス

山本 浩介 075-771-4181 seika_girls_soccer@yahoo.co.jp
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京都聖母学院中学校サッカー部（京都府・京都市）

活動日時

月・火・木・金 １５：４５～１７：４５

土 １３：００～１６：００

大会前は日曜日も活動します

体験日等

事前にご連絡いただければ随時受付中

チーム紹介

中学１年生～高校３年生の６学年で活動しています。
京都聖母サッカー部での活動を通して技術向上だけでなく、人間力も向上できるよう日々トレーニングに取り組んでいます。
サッカー経験者も未経験者も在籍しています。

連絡先
担当者氏名 電話番号 メールアドレス

秋山 万季 075-645-8103 makiyama@st.seibo.ed.jp

mailto:seika_girls_soccer@yahoo.co.jp
mailto:makiyama@st.seibo.ed.jp


RESC GIRLS U-15（大阪府北摂地域）

活動日時

火曜日、木曜日、金曜日 19:00～21:00

土曜日、日曜日 終日

※詳しい活動場所はホームページをご確認下さい。

体験日等

今年度はコロナの影響により、体験日を設けておりません。体験希望、入会希望のお問合せ頂いた方を数名ずつに

振り分けて体験に入れさせていただきます。

※入会ご希望の方は一度お問合せ下さい。その際に体験曜日をご相談の上、決めさせて頂きます。

※お問合せはホームページより【https://www.resc-web.com/】

チーム紹介

本年度、RESC GIRLS1stチームはJFA関西女子U-15リーグを全勝優勝し全国大会出場を決めております。

2ndチームは大阪府1部リーグに参戦し、惜しくも2位となりました。又、関西第１代表として4大会連続で全国大会に

出場致します。他にもJFAエリートプログラム女子U-13に2名、JFAエリートプログラム女子U-14に2名、

U-15女子日本代表に1名、関西トレセン7名、大阪府トレセン選手17名選出されるなど個人、個人も

大きく成長を遂げております。

連絡先
代表者 連絡先 アドレス

池田 敬彦 090-1488-5634 ikeda@resc-web.com
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長岡京SCレディース（京都府長岡京市）

活動日時 火曜日・水曜日・金曜日（18時30分～20時30分） 土曜日・日曜日（活動内容次第）

体験日等 トレーニング活動日であれば、基本的にいつでも参加可能です

チーム紹介
長岡京SCレディースです。長岡京市を中心に活動しており、現在の選手数は高校生1名・中学生35名です。

長岡京SCレディースの活動を始めて、まだ4年目ではありますが、これからも沢山の選手たちと
サッカーを楽しみ、チームを盛り上げていければと思っています。

連絡先
担当者氏名 電話番号 メールアドレス

田中 康平 075-406-6717 info@nagaokakyo-sc.net

mailto:ikeda@resc-web.com
mailto:info@nagaokakyo-sc.net


クラベリーナ東住吉（大阪府大阪市）

活動日時

毎週月曜、水曜、木曜、金曜は練習

土曜、日曜、祝日は試合or練習or休み

その他、長期休業期間平日活動あり、合宿遠征あり、BBQ等イベントあり

体験日等

練習会の予定はありません。通常練習に参加して頂きいつもの練習や雰囲気を感じてください。

実績や能力関係なく入部を強く希望して頂いた選手から先着で決めさせて頂きます。

チーム紹介

【Clavellina（クラベリーナ）】は「なでしこ」を意味するスペイン語です、

東住吉区の区花「なでしこ」から由来しています。

クラベリーナで新しい自分をみつけてみませんか？

女子だけでしか味わえないおもしろさを女子ばかりだからこそできるサッカーを、さあー新たな１歩踏み出そう！

連絡先
担当者氏名 電話番号 メールアドレス

大久保 070-5439-2808 clavellina.hsc@gmail.com

パスドゥーロメニーナ（大阪府大阪市）

活動日時

水曜・木曜・金曜（練習日）土日（試合）

会場

大阪市立東住吉中学校・ウルトラスタジアム舞洲・平野白鷺グランド・長池グランド・ミズノスポーツプラザ舞洲・他

体験日等

体験日 必ずメールでの事前ご予約をお願い致します。

水曜 19：00～21：00 東住吉中学校

木曜 19：00～21：00 ウルトラスタジアム舞洲

金曜 19：00～21：00 東住吉中学校

チーム紹介

大阪市東住吉区で活動しているパスドゥーロです。JR美章園駅から徒歩10分、JR東部市場前からも徒歩10分、近鉄北田辺駅から徒
歩5分でメイングランドの東住吉中学校があります。平日の練習にはJR天王寺駅より送迎バスもあります。ウルトラスタジアム舞洲で
の練習の際にもJR天王寺駅より送迎しておりますので、ご安心ください。また、パスドゥーロでは、サッカーだけではなく、フットサル
にも力を入れています。夏にはビーチサッカーもします。サッカーが大好きな女の子は是非、パスドゥーロに来てください！！

連絡先
担当者氏名 電話番号 メールアドレス

土谷 浩 090-5057-0376 pazduro.footballteam@gmail.com
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Ac.gloriagirls グローリアガールズ（大阪府堺市）

活動日時

毎週水曜日・金曜日 （土日祝はトレーニング・試合・オフ）

Jグリーン堺フットサル場

１９～２１時

体験日等

毎週水曜日・金曜日の平日トレーニングと土日祝のトレーニング時に御参加下さい

☆グローリアガールズブログで検索頂き、ブログの体験会の御案内をご確認下さい

チーム紹介

中学３年間をまだ育成年代と捉え、高校年代やその先で活躍し楽しむ事が出来る事を最大のミッションとしております。

その為に個人技術・個人戦術を一番に『個人に特化した指導』を実施しております。

本気でサッカーで夢や目標を目指す選手は、是非一度グローリアガールズの空気感を感じに体験に来て下さい！

連絡先
担当者氏名 電話番号 メールアドレス

三木 利章 ０８０－４０１４－１７３４ ac.gloriagirls.u15@gmail.com

大阪桐蔭アスリートクラブフラミンゴFC（大阪府大東市）

活動日時

毎週 水・金 19：00から20：30まで 土日は練習試合等 長期休みでは遠征もあります。

活動場所 大阪桐蔭高等学校本館人工芝グラウンド（ナイター照明付き）、住道中学校

体験日等

見学・体験は２回まで可能です。体験前々日までにブログ掲載の体験申込フォームからお申し込みください。

翌日以降にお返事のメールを送信します。体験時は体験時持参用紙をご持参ください。

迷惑メール防止を設定されている場合は、＠toinfc.comを受信指定に追加してください。

返信メールを受け取れない可能性があります。

チーム紹介

2011年､地域の青少年スポーツの普及と発展を目的に｢大阪桐蔭アスリートクラブ｣を設立しました｡

募集対象は中学生１年生から３年生です。小学生の入会も可能です。

将来のなでしこリーガーを目指す人も、今からサッカーをやってみたいという初心者も是非挑戦してください。

「大阪桐蔭アスリートクラブ フラミンゴFC ブログ http://flamingo.sblo.jp/ 」

連絡先
代表者 連絡先 アドレス

天野泰男 080-5341-6259 flamingo@toinfc.com
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FCアルベロ神戸（兵庫県神戸市）

活動日時
火曜・水曜・木曜 19：00～21：00 総合運動公園球技場、垂水スポーツガーデン 他公共施設
土曜・日曜・祝日は練習試合、公式戦など

体験日等
随時、受付しております。
事前に増井まで連絡を頂き、ご参加ください。

チーム紹介

アルベロ神戸はイタリア語で「樹木」。樹木のように大地にしっかり根を張り、大空に向かって枝・葉を茂らせるような”明るく元気で、
地域に根付いた”チーム作りを目指しています。中学1～3年の29名が在籍しております。
チーム方針：
①自分の武器である「個性」を伸ばし尊重できる選手の育成 ②学業とサッカーの「文武両道」
③「地域に」根強いチーム を方針として活動しております。

連絡先
担当者氏名 電話番号 メールアドレス

増井 悠介 090-5364-8929 yu_sukelikesoccer@yahoo.co.jp

阪神ユナイテッドレディース（兵庫県芦屋市・神戸市）

主な活動日時

曜 日 時 間 場 所 備 考
火曜日 １９：００～２１：００ 芦屋市川西グラウンド

金曜日 １９：００～２１：００ ６aiセレゾンフットサルクラブ （２０２２年度会場変更予定）

土曜日 ９：００～１１：００ 芦屋中央公園 公式戦等

日曜日 不定時 県下 県ジェンヌリーグ、県U-15 リーグ、MTG等

体験日等
１２月 １８日（土）０９：００～１１：００ 芦屋市中央公園（人工芝G） コロナ禍の中、時間等変更される場合がありま

すので、事前に必ずお問い合わせください。2022年1月 日程未定

チーム紹介

特定非営利活動法人阪神ユナイテッドは、２０１８年１１月、日本の様々なスポーツ発祥の地神戸を含む阪神地域において育成年代の女
子サッカー環境に問題意識を持ち、普及活動を推進する市民が中心となり、地域コミュニティを基盤としたサッカークラブを設立しまし
た。設立当初は、育成年代の女子サッカーを対象としますが、今後は学校や行政、非営利団体、民間企業などと連携し、サッカーだけで
なく多種目、多世代の人たちを対象として個人、チームの能力を高め、感動や歓喜を地域の人々と共有し、心の絆を深め、地域の豊か
で健やかなライフスタイルづくりに寄与することを目指します。

連絡先
担当者氏名 電話番号 メールアドレス

理事長 加藤寛 ０９０－３０５４－２５０２ kato_kobesa@yahoo.co.jp
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FC ＴＥＲＲＡ（兵庫県姫路市）

活動日時

火曜日.金曜日 デルソーレ太子18：00～20：00

水曜日 明石大蔵海岸フットサルコート18：00～20：00

水曜日 赤穂海浜公園フットサルコート18：00～20：00

土曜日.日曜日 公式戦.練習試合会場

体験日等

火曜日.金曜日 デルソーレ太子18：00～20：00

水曜日 明石大蔵海岸フットサルコート18：00～20：00

水曜日 赤穂海浜公園フットサルコート18：00～20：00

土曜日.日曜日 試合会場

チーム紹介

ＴＥＲＲＡはポルトガル語で「大地・地球」を意味します。

個人の可能性・潜在能力を引き出す指導をモットーとして、チーム名の由来の大地（ＴＥＲＲＡ）を力強く踏みしめ、

白鷺（姫路の市鳥）のように美しく未来に羽ばたく人材を育成しています。

サッカーを通じて生きる力を養い、個人技、特にドリブルに特化した技術を習得するため日々練習に励んでいます。

連絡先
代表者 連絡先 アドレス

小林 修 090-8988-7486 fc-terra@memenet.or.jp

神戸フットボールクラブ レディース（兵庫県神戸市）

活動日時

平日週2回 / 土・日・祝は試合または練習

三宮の磯上公園球技場、小野浜公園球技場を中心とした神戸市内の公営施設を利用して活動しています。

体験日等

12月に希望者を対象としたセレクションを開催予定

詳しくは神戸フットボールクラブのHPをご覧ください。 http://www.kobe-fc.com/

チーム紹介

一般社団法人神戸フットボールクラブでは4歳児から90歳のベテランズまで約700名のメンバーが所属し、

それぞれの年代やレベルに応じてサッカーを楽しんでいます。

レディースはクラブの女子部として活動しており、中学生・高校生でを中心に42名のメンバーが活動しています。

2020年度はJFA関西U-15女子サッカーリーグに参戦しました。

『自主自律』・『創意工夫』をモットーにNeｘｔ Stageで活躍できる選手の育成を心がけています。

連絡先
担当者氏名 電話番号 メールアドレス

日向寛峰 078-252-7130 hyuga@kobe-fc.com
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奈良育英maravillasFC2017（奈良県奈良市）

活動日時 火・木→１８：３０～２０：００ 土日→練習・試合等

体験日等
随時、練習参加可能です。Facebookで日々の活動の様子も載せています！是非ご覧ください。
『Naraikuei Girls Soccer Club』で検索してみてください。

チーム紹介

2017年度に創設された小・中学生のクラブチームです。女子サッカー選手のサッカーができる環境を整え、選手の育成・普及を図る
ことを目的としています。練習場所は、奈良育英中学・高等学校の人口芝です。近鉄奈良駅から徒歩15分と便利な場所にあるので、
通いやすい環境です。小学生の自チームの掛け持ちもOKです。女の子の中でサッカーがしたい！活動日を増やしたい！など、少しで
も興味があれば体験にきてください。初心者経験者大歓迎です。

連絡先
代表者 連絡先 アドレス

村松 千萌 090-5111‐8057 c-muramatsu@ikuei.ed.jp

奈良育英中学校(奈良県奈良市）

活動日時 平日16：00～18：00／土日→練習・試合等／週１～２回休み

体験日等
随時、練習参加可能です。本校HPからも各入試行事が見れます。 Facebook『Naraikuei Girls Soccer Club』やInstagram
『奈良育英中高女子サッカー部』で、日々の活動の様子も載せています！是非ご覧ください。

チーム紹介

奈良県の中学校で女子サッカー部があるのは、本校のみです。クラブ活動を通じて、他者を尊重し、互いに支えあいながら生きていく
力、礼儀正しく規律を守り、自ら考えて行動できる人格の形成を目指しています。普段は、奈良育英高校生と一緒に活動しており、高
校生と切磋琢磨しながらサッカーに真剣に向き合える環境が整っています。練習場所は、奈良育英中学・高等学校の人口芝です。近鉄
奈良駅から徒歩15分と便利な場所にあるので、通いやすい環境です。初心者経験者問わず大歓迎です！一度見学に来てください。

連絡先
代表者 連絡先 アドレス

村松 千萌 090-5111‐8057 c-muramatsu@ikuei.ed.jp
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ディアブロッサ高田FCソヒィーゾ（奈良県大和高田市）

活動日時

火曜日→奈良県フットボールセンター 19時から20時40分（JR高田駅からバスがでます）

水曜日→高田中学校グランド 18時30分から20時15分

木曜日→高田中学校グランド/体育館 18時30分から20時15分

土日→公式戦・練習試合や練習など

体験日等

公式戦を除く活動日に体験で参加していただけます。

希望日をメールでお知らせください（コロナの影響により活動場所・時間を変更する場合があります）

メール→ソヒィーゾ体験希望

選手氏名、所属チーム（無所属の場合はなしと記入してください）、連絡先（携帯など）

チーム紹介

ディアブロッサ高田FCは1976年に男子トップチーム（社会人、学生）、1981年にジュニア（幼稚園、小学生）

1992年に男子ジュニアユースを創設し、現在はサテライト、マスターズなどのカテゴリーを持つ総合サッカークラブです。

2005年度よりレディースを創設しました。トップチームは関西女子サッカーリーグ1部に所属し、試合の勝敗だけに

こだわらず、個々の技術レベルの向上を目標に指導し、各種大会、試合、練習を通して、豊かな人間形成、

団体行動の規律実行、また何事にも率先して取り組む人間性の育成を行い、将来につながる指導を目指します。

連絡先
担当 連絡先 アドレス

中村 ０７４５－２３－８４６８ takadafc@m4.kcn.ne.jp
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