
〒981-1105 宮城県仙台市太白区西中田 7丁目 21-12-405   TEL:0120-019-578   （月曜日～金曜日／10 時～18 時まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

■好きな食べ物は？ 

 からあげ 

■嫌いな食べ物は？ 

 トマト 

■サッカーを始めた理由は？ 

 学校でサッカーをやっていて習いたいと思っていたから 

■好きな選手は？ 

 クリスティアーノ・ロナウド選手 

■上手くなりたいプレーは？ 

 ドリブル 

■今後の目標！ 

 リフティング 30 回以上！ 

■お父さん、お母さんに一言！ 

 いつもサッカーをさせてくれて 

ありがとう！ 

  

12 月８～９日に行われた JA 仙台

2018 が行われ、U-9 の選手達はくまが

い杯に続き２大会連続優勝をすることが

出来ました！ 

初日の予選はなかなかゴールを奪うこ

とが出来きませんでしたが、決勝トーナ

メントでは全員がゴールに向かうことが

でき、総失点を 1 点に抑え、優勝するこ

とが出来ました！ 

また今大会の MVP には尾立かいり君

(3 年)が選出されました！ 

優勝という結果に喜びながらも驕るこ

となく謙虚な姿勢でこれからも練習に励

み次の大会でも最高の結果を残していき

たいと思います。 

今後とも選手達への変わらぬ温かいご

声援をよろしくお願い致します！ 

●グループ予選 

vs 北六 SSS  1-0 

vs 古城 FC  1-0 

vs 愛子 SSS  1-0 

●決勝トーナメント 

vs 将監 SSS  6-0 

vs 古川杉の子 2-1 

vs S・KSC   3-0 

 今回は岩沼会場に通う櫻井けいた君(小２)にインタビュー！練習

では積極的にプレーをし、周囲の選手へ刺激を与えています！そんな

けいた君の素顔に迫る！ 

 

2019 年 1 月からアバンツァーレの体制を一新します！山形・仙台のスタッフの協力体制を強化！今後は地域の枠を越え各地区の

スタッフがアバンのサッカーを盛り上げます！今回は仙台地区にも関わってくれる山形のコーチ陣をご紹介します！来る「アバン

ツァーレ創設 20 周年」に向け、子ども達が最高の環境でサッカーができる様、準備を整えてまいりたいと思います！ 

 
 

 

この度、アバンツァーレ Jr サッカークラ

ブの統括責任者として、拝命いたしました。   

２０１９年の『アバンツァーレ創設２０周

年』に向け、今まで以上に皆様がワクワクで

きるクラブになる様、山形と宮城のスタッフ

総力を挙げて取り組んでいきたいと思いま

す！ 

宮城の会員の皆様は、これから会場でお会

いできることを楽しみにしております。アバ

ン全体が盛り上がるように、頑張ります！ 

～プロフィール～ 

・垂石 竜志（たるいし りゅうじ） 

・1985年 7月 31 日生(33 歳) A 型   

・好きな食べ物：カレーライス、焼きそば 

・アバンツァーレ Jr サッカークラブ山形地区担当指導者。１９歳の時に

アバンで指導者としてのキャリアをスタート。4 度の全国大会出場を経

験。今年で１5 年目となる 

経歴・実績 

・2006 年山形 JFCコーチとして全日本少年サッカー大会全国大会出場 

・2007 年山形 JFCコーチとして全日本少年サッカー大会全国大会出場 

・2016 年アバン山形監督としてバーモントカップ全国大会出場 

・2017 年アバン山形監督として全日本少年サッカー大会全国大会出場 

～プロフィール～ 

・玉那覇 真悟（たまなは しんご） 

・1981 年８月７日生(37 歳) O

型   

・好きな食べ物：肉 

・2017 年に遥々、沖縄からアバン

ツァーレに指導者としての勉強を

するためにやってきた。仙台で１

年勉強したのち、今年度から山形

地区のサッカーコーチに就任。優

しく、面白い人柄でクラブの子供

たちに人気のあるコーチです。 

 アバンツァーレに来て、１年が経ちましたが、い

ろいろな経験をさせていただいています。私が所属していた地元沖縄のチームも、

発足して５年が経ち、その初めの３年間に関わりクラブチームを運営することの

大変さを身に染みて感じましたが、それを２０年続けている事の凄さを痛感して

います。そもそも、２０年続くチームに関われたこと自体スゴイことだと実感し

ています。また、指導者として、子ども達との関わり方、練習メニューの構成、

練習の効果の測定、遠征・合宿などの計画など、沖縄に居る時には経験できなか

ったことを経験させていただき、こういった見えない部分の仕事こそがチームを

運営するうえでとても大切なことだと学ばせて頂いています。今までアバンツァ

ーレに関わった選手と親御さん、これまで関わったコーチの方々もそうですが、

現在在籍している選手と親御さんとコーチの方々がいてこそだと思っています。

２０周年を迎えて新たなスタートに関われる事に感謝しています！ 

 

 

新年早々ですが、クラブイベントとして「2019 初蹴り」を行います！ 

昨年同様、アバンで活動している選手はもちろん、お父さんお母さん兄弟やアバン

ツァーレのジュニア OB、ジュニアユース OB、スクール OB の参加をお待ちして

おります！ 

当日は、畠山コーチ、橘内コーチ、武田コーチが参加予定です！ 

ジュニアの選手とガチンコの試合も行う予定です！参加される方は、連絡可能なコ

ーチにご連絡ください！ 

 

 



                    〒981-1105               TEL        （月曜日～金曜日） 

アバンツァーレ Jr サッカークラブ  宮城県仙台市太白区西中田 7丁目 21-12-405 0120-019-578 10 時～18時まで 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

～プロフィール～ 

・武田 涼平（たけだ りょうへい） 

・1996年 9月 12 日生(22 歳) O 型   

・好きな食べ物：ステーキ 

・12 月から研修生として泉スクール、長町

テクニカル、岩沼スクールで練習を担当し

てもらっています。以前のインターンシッ

プで覚えていた選手も多かったかな？ 

 研修後は 4 月からアバンのコーチとして

正式に活動を行います！ 

 

 

 

長町会場の閉鎖に伴い、2019年4月から下記の会場を開校します！ 

長町会場の皆さんはもちろんのこと、他の会場の皆さんもぜひ確認をお

願いします！会場担当は橘内になります。 

〇南仙台会場 

練習日：毎週水曜日 16：00～17：00 

場所 ：西中田運動公園(仙台市太白区西中田 7-1) 

〇荒井東会場水曜スクール 

 練習日：毎週水曜日 18：00～19：00 

 場所 ：荒井東 1 号公園スポーツパーク「SPiA」 

     (仙台市若林区荒井東 1-7-1) 

〇荒井東会場水曜テクニカル 

 練習日：毎週水曜日 19：00～20：30 

場所 ：荒井東 1 号公園スポーツパーク「SPiA」 

     (仙台市若林区荒井東 1-7-1) 

※ご質問等がございましたら橘内までご連絡をお願いします。 

 

 

 寒い、寒いと言いながら未だにこたつを出していません。もはやここ

まで来たら出す必要があるのか…日々自問自答している橘内コーチで

す！ 

 先日、奥さんと初めて仙台の光のページェントを見に行ってきまし

た！付き合って６年…他県のイルミネーションには足を運んでいました

が、宮城にいながら仙台は初(笑) 

 子供の頃は家族で見に行ったことはありましたが、大人になってから

はあえて見に行くこともなく、年齢を重ねていました。改めて見ると、

色鮮やかに彩られた風景がとてもきれいで、寒空の中、感動をしました。

見に来ている人も家族やカップルで見に来ている人たちばかりで、光の

ページェントが多くの人に感動を与える素敵なものだと感じた 29 歳の

冬でした。(子供の頃は絶対にそんな 

こと感じなかったですね(笑)) 

また、大人になってからの楽しみと 

いえば屋台で飲みながら食べる！好 

きなものを飲んで食べて…最高に贅 

沢な時間を過ごしました(^^)/ 

次は２人ではなく３人で見たい！ 

1 月から橘内コーチのメールアドレスが変更になります。しばらくの

間は以前のアドレスも使用できるようになっていますが、今後は新しい

アドレスへご連絡をお願いします。 

また、これまで連絡のやり取りをメールか電話で行っていましたが、

メールが届かいない、タイミングが合わず電話に出られない等と不便さ

が多々ありましたので、新しい連絡手段として「ＬＩＮＥ」でのやり取

りを導入することにしました。今後はメール、電話、ＬＩＮＥいづれか

での連絡が可能になりますので、登録の程よろしくお願いします。 

 

 

富谷会場は生徒数の減少に伴い、2018年 12 月いっぱいをもって会

場を閉鎖することになりました。今後は、泉地区は泉会場のみの活動と

なります。富谷会場に通われていた皆さんは泉会場での活動となりま

す。 

また、長町会場においては、会場側の事情により 2019 年 3 月末を

もって長町会場閉鎖をすることになりました。その為、長町会場に代わ

る別会場の開設を行います。詳細はこちら↓ 

 

1 月 27 日(日)にフットメッセ名取にて熱い戦いが開幕します！ 

すでに参加申込が多数！まだ、申込をしていない人は 12 月中に配布済

みの案内を、今一度確認の上、橘内までご連絡をお願いします！ 

 サッカーを始めたばかりだから・・・上手くなってから・・・と考え

ているのはもったいない！アバン最大級のクラブイベントの熱気と迫

力を自分の目で見て、肌で感じてみてください！とても興奮すること間

違いなし！まだ参加したことのない人もぜひ参加してください。誰にで

も優勝の可能性はあります！ 

 平成最後のアバンカップ！みんなでガンガン盛り上がろう～！！ 

※参加申し込みは橘内までご連絡をお願いします。 

※参加しない場合の人でも必ず橘内までご連絡をお願いします。 

仙台大学 4 年の武田涼平です。タケダコーチって呼んでください。

地元は柴田郡船岡で、柴田高校から仙台大学へ進学しました。大学で

はコーチングコースを専攻していました。入学してから 3 年間は母校

中学のボランティアコーチとして、またそれと並行して地元のスポ少

のボランティアコーチとして 4 年間活動をしてきました。コーチの持

ち味は左足から炸裂するブレ球シュートです。どれくらいすごいか言

うと、日本に来たイニエスタが多分腰を抜かしてしまいます！(笑)コ

ーチのブレ球を見たい人はぜひ声をかけてください。これからもよろ

しくお願いします。 

 今回の親子サッカーはジュニアユースの選手たちも参加してくれまし

た！ジュニアユースの選手たちは全員が親子サッカー初参加！妹ちゃん

も参加し、２時間たっぷりサッカーを楽しみました！参加してくれたジ

ュニアユースの選手たちは、さすがは中学生！と思うようなプレーや、

下級生に対しても思いやりをもってプレーできている場面も見られ、し

っかりとイベントを盛り上げてくれました(^^)/ 

 年齢、性別関係なく一緒に楽しめるのがサッカーであり、アバンのク

ラブイベントです！やっている人だけではなく観ている方も楽しめま

す！まだ参加したことのない方は 

ぜひ参加してみてください！ 

次回は、１月６日の初蹴り！ク 

ラブに在籍しているスクール生は 

もちろん、お父さん、お母さん、 

兄弟、姉妹、クラブ OB、OG、 

お友達を誘ってぜひ参加してくだ 

さい！たくさんの参加待ってます！ 

※イベントへの参加をする際は、 

連絡可能なコーチに連絡お願い 

します。 


