
 

 

 

2021 年度ジュニアユース選手募集のご案内 

「全国に羽ばたき、活躍する選手の育成を目的」として活動しています。 

 

【アバンツァーレ Jｒユースのご紹介】 

・2007 年に発足し、MJ3(県リーグ 3 部)からのスタート。 

・2014 年、2017 年には MJ2(県リーグ 2 部)を優勝、MJ1(県リーグ 1 部)への昇格！ 

2017 年度クラブユース選手権ではクラブ史上初の東北大会への出場！  

・2020 年現在、MJ2 部。コロナ影響があり MJ1 部昇・降格がないため、本年度での MJ1 

昇格は果たせなくなりましたが、次の世代での昇格に向かって順調にチームづくりを進 

めているところであり、全国で戦うためのチーム強化を進めているところです。 

●設立の経緯 

先に設立したジュニア年代の選手コースが基盤となり、「小学生から中学生までの育成年

代を人としても選手としても一貫指導したい」というクラブの考えと、当時の保護者様か

ら「中学生の活動の場を作ってほしい」という強い要望に応えるべく、2007 年 4 月に仙台

地区でチームを立ち上げました。2021 年度で立ち上げから 14 期目となります。 

設立当初は 10 人にも満たない人数での活動を開始しました。練習試合ではジュニアから

選手をかりるような状況でしたし、なかなか勝てない悔しい状況が続きました。それでも

気持ちを腐らせずにひたすら技術練習に励みました。 

そして、徐々に選手も集まり出し、宮城県リーグ 3 部からリーグ戦に参戦しました。チ

ームは少しずつですが主要な大会で成果を出せるようになり、2017 年度には発足以来初の

クラブユース選手権大会東北大会に進出できました。今後は、東北みちのくリーグ参戦、ク

ラブユース選手権東北大会に出場し、全国大会出場常連チームになることを目標に掲げ取り

組んでいきます。 

●皆さまへ 

アバンジュニアユースではセレクションは実施せず、地域で活動する選手みなさんをお待ち

しております。中学生期で獲得するべき『技術的な質と持久力の向上』、そして『観て判断』

『自分から行動を起こす』ことに 3 年間で一緒に磨いていきましょう。アバンでは、『本気

でサッカーと向き合える選手』、『向上心を持ち前進することに全力で取り組める選手』を待

っています。 

最後にアバンツァーレではサッカーだけではなく文武両道にも取り組み、学習面にも生活

の習慣化として 3 年間取り組んでいます。自分と向き合いながらアバンの選手として一緒

に活躍してみましょう。アバンのコーチたちは全力でサポートします！ 

ぜひ体験会・説明会へ参加してください！(予定が合わない場合でもご相談ください) 

アバンツァーレ仙台ＳＣ 



 ●選手の声 ： 【ジュニアユース 新キャプテン（2 年生）川久保 穣太朗くん】 

・アバンジュニアユースに入ったきっかけ 

スポ少の先輩が所属していたこともきっかけですが、練習会に参加して先輩たちのレベ

ルの高さを感じ、アバンでサッカーしてみたかったからです。入ってみてレベルの高さ

を目指していく上でも、学ぶことも楽しいことも、時には悔しい経験もできました。 

・アバンの魅力 

個性あふれる選手が多く、練習は体力的に考えるのも大変な時もあるけれど、その練習

をしっかり取り組めば確実に成長できることです。僕が成長したことは技術が向上した

のはもちろん、自分から行動する自主性の部分も成長できました。 

・これからジュニアユースを考えている皆さんへ 

僕はアバンに入る前は技術がなく、自信もなかったけど、練習一つひとつを本気で取り

組み、自分の課題を克服するために努力したから今の自分があると思います。もし、今

自分自身のプレーに自信がなくても、アバンに入って努力すれば成長できるし、充実し

た 3 年間を過ごせると思うので、ぜひ一緒にサッカーをしましょう。 

 

【体験会＆説明会実施のご案内】 

参加可能な日にち ：２月の週末の日程について 

 

日時 会場 内容 時間 

令和 3 年 2 月 6 日（土） 中田中央公園敷地内グラウンド 

（仙台市太白区東中田 5-13） 

練習会 14：00~16：00 

※ｳｫｰﾑｱｯﾌﾟ含む 

令和 3 年 2 月 6 日（土） アバンツァーレ本部事務所内 指導室 

（名取市高舘吉田字前沖 75-18） 

説明会 17：00～18：30 

令和 3 年 2 月 7 日（日） 中田中央公園敷地内グラウンド 

（仙台市太白区東中田 5-13） 

練習会 10：00~12：00 

令和 3 年 2 月 11 日（木） 中田中央公園敷地内グラウンド 

（仙台市太白区東中田 5-13） 

練習会 12：00～16：00 

令和 3 年 2 月 13 日（土） 中田中央公園敷地内グラウンド 

（仙台市太白区東中田 5-13） 

練習会 13：00～15：00 

※ｳｫｰﾑｱｯﾌﾟ含む 

令和 3 年 2 月 14 日（日） 宮城広瀬総合運動場グラウンド 

（仙台市青葉区上愛子松原 39-1） 

練習会 11：00～13：00 

令和 3 年 2 月 20 日（土） 宮城広瀬総合運動場グラウンド 

（仙台市青葉区上愛子松原 39-1） 

練習会 13：00～15：00 



※ 選手・ご家庭の事情によって途中参加でも大丈夫です。事前お申し出、または当日ご連絡ください。 

入団説明会につきましてはコロナ期という現状も踏まえ、オンラインでの説明会、個

別面談での対応も可能です。ご希望されるご家庭は、担当畠山までお問合せください。 

 

当クラブでは毎週月曜日から水曜日にジュニアユース選手の参加しているテクニカルスクール

を実施しております。また、平日木曜日にチーム練習も実施しております。週末に各チームの日

程もありご参加の難しいご家庭・選手もいるようでした。クラブとしてもそういった選手への機

会をぜひ提供し、よりたくさんの選手のご参加をお待ちしております。下記スクールおよびチー

ム日程にご参加ご希望の際には担当の畠山までご連絡ください。 

●テクニカルスクール日程 

【月曜日】2月 1日・8日・15日・22日    

会場：アバン専用練習場 （名取市高舘吉田字前沖 75-18） 

 

【火曜日】2月 2日・9日・16日・23日   

会場①：アバン専用練習場 （名取市高舘吉田字前沖 75-18） 

会場②：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丁目 7-1） 
 

【水曜日】2月 3日・10日・17日・24日   

会場①：アバン専用練習場 （名取市高舘吉田字前沖 75-18） 

会場②：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丁目 7-1） 

 

●平日チーム練習日程 

会場：会場のご都合もあるため、申し出いただいた際にお知らせいたします。 

毎週木曜日 2月 4日・18日・25日（11日は祝日のため、別日程で活動） 

時間：19時～21時 （次の日に平日登校の都合もあるかと思いますので、1時間程度のご

参加も可能です。） 

令和 3 年 2 月 20 日（土） アバンツァーレ本部事務所内 指導室 

（名取市高舘吉田字前沖 75-18） 

説明会 16：00～17：30 

令和 3 年 2 月 21 日（日） 中田中央公園敷地内グラウンド 

（仙台市太白区東中田 5-13） 

練習会 10：00～12：00 

令和 3 年 2 月 27 日（土） 宮城広瀬総合運動場グラウンド 

（仙台市青葉区上愛子松原 39-1） 

練習会 13：00～15：00 

令和 3 年 2 月 20 日（土 アバンツァーレ本部事務所内 指導室 

（名取市高舘吉田字前沖 75-18） 

説明会 16：00～17：30 

令和 3 年 2 月 28 日（日） 宮城広瀬総合運動場グラウンド 

（仙台市青葉区上愛子松原 39-1） 

練習会 13：00～15：00 



※アバンツァーレ公式 SNSでも紹介しております。 

アバンツァーレ仙台 Facebookページ 

アバンツァーレ Instagram 

＃アバンツァーレ    ＃アバンツァーレ仙台 

 

【参加費】無料 

【申し込み方法】下記の記入事項を明記の上、メールもしくは FAX にてご連絡ください。 

①名前(ふりがな) ②郵便番号 ③住所 ④電話番号 ⑤所属チーム ⑥ポジション 

⑦生年月日  ⑧身長・体重   ⑨保護者氏名   ⑩現所属チーム   ⑪参加希望日 

 

■ 問い合わせ先 

アバンツァーレ仙台 SC ジュニアユース監督 畠山明人 

携帯：090-2367-0365 

メールアドレス：jr-youth@avanzare-sc.com 

 ※参加希望の方は、サッカーボール、飲み物、サッカー用具一式を持参してください。 

https://www.facebook.com/%E3%82%A2%E3%83%90%E3%83%B3%E3%83%84%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%AC%E4%BB%99%E5%8F%B0sc-956954017714205/
mailto:jr-youth@avanzare-sc.com

