
平成14年　「FCアトレティコ（FC aire 前身）」創設

平成15年　「FC aire Jr」へチーム名称変更

平成16年　「FC aire JY」 活動開始

平成21年　「伊勢PERSONNA.FC」と合併

平成21年　「一般社団法人ISE aire personna.FC」
　　　　　設立及び運営

平成22年　「一般社団法人 伊勢ＹＡＭＡＴＯ倶楽部」
 名称変更

ＦＣ ａ ｉ ｒ ｅ

平成9年　 「FC.PERSONNA」創設　県リーグ登録

平成17年　「NPO法人芝生の夢倶楽部」運営

平成18年　「伊勢PERSONNA.FC」へチーム名称変更
　　　　　「ペルソナサッカースクール」開校

平成20年　県社会人リーグから東海社会人リーグ２部
　　　　　へ昇格決定

平成21年　「FC aire」と合併
　　　　　「一般社団法人ISE aire personna.FC」
　　　　　設立及び運営

平成22年　「一般社団法人 伊勢ＹＡＭＡＴＯ倶楽部」
 名称変更

伊勢ＰＥＲＳＯＮＮＡ．ＦＣ

ＩＳＥ ＹＡＭＡＴＯ ＦＣ
一般社団法人 伊勢ＹＡＭＡＴＯ倶楽部

伊勢 ＹＡＭＡＴＯ ＦＣ
一般社団法人 伊勢ＹＡＭＡＴＯ倶楽部

『世の中が幸せになるために、地元を幸せにする。
 地元を幸せにするために、一人一人を幸せにする。』

【理事長】渡邉 研太　　【副理事長】來田 純　　【顧問】安藤 大作

【アドバイザー】濱田 典保、坂谷 隆徳、中村 基記、中村 和久

＜法人会員＞70社 ／ ＜個人会員＞281名  (2023.1.14 現在)

一般社団法人

【活動】
　●理念を体現する以下の活動
　　・スポーツクラブの運営
　　・他スポーツクラブとの交流・勉強会
　　・地域の子供たちの成長に繋がる活動
　　・親、指導者の在り方の勉強会

【理念】
　●地域の明るい未来への種蒔き
　●スポーツを通した青少年の健全な育成
　　・競技力と道徳力のバランスのとれた向上を目指す。
　　・地域の未来を支える夢と活力がある人材の育成
　　・自分の都合ばかりではなく全体が考えられる人材の育成

(選手) 38名
(選手) 28名
(選手) 36名
(選手) 107名

【TOP】
【JY/ジュニアユース】

【Jr/ジュニア】
【スクール】

伊勢YAMATO FC



有限会社 レーマスタッフ

有限会社 大玉溶材

青木バス 株式会社

有限会社 イヅミ

小切間建設工業 株式会社

有限会社 岡村機工

株式会社 丸吉建工

株式会社 スコルチャ三重

[こびと自動車]
〒516-0802 三重県伊勢市御薗町新開349番地
TEL／0596-65-7999

[内宮前 勢乃國屋]
〒516-0024 三重県伊勢市宇治今在家町117
TEL／0596-23-5555

[辻井スポーツ 伊勢店]
〒516-0024 三重県伊勢市曽祢2丁目10-21
TEL／0596-24-4748

辻幸精肉店
[松阪肉　辻幸精肉店]
〒516-0071 三重県伊勢市一之木2丁目8-14
TEL／0596-25-2999

[株式会社エヌシーティー]
〒519-0606 三重県伊勢市二見町荘156
TEL／0596-43-5535

[伊勢本校]
〒516-0007 三重県伊勢市常磐1-1-1
TEL 0596-21-2000

有限会社アンドウセンイ

トータルユニフォーム

海洋楼

セコム損害保険 株式会社

松阪屋 吸霞園

くしもと整形外科

株式会社 大信建装

ULTRA'ISE

〒516-0025
三重県伊勢市宇治中之切町26番地
TEL 0596-22-2154(代)
フリーダイヤル 0120-081-381

[南部自動車学校]
〒519-0503 三重県伊勢市小俣町元町
TEL／0596-23-1155

[べスパスポーツクラブ伊勢]
三重県伊勢市川端町203-2
総合受付：0596-25-9911

有限会社
油家電気工業

有限会社
トップ・クリーン

有限会社 愛車堂

池田司法書士事務所

大阪化学工業 株式会社

株式会社 ZTV 伊勢放送局

千巻印刷産業 株式会社 二代目 金星

船元直送居酒屋 満船屋 松屋製菓 株式会社

八木段ボール 株式会社三井住友海上火災保険 株式会社

有限会社 中部営繕ホーム 有限会社 はやしフラワーズ

せこ弁当

トータルインテリア
アズマ

有限会社 東海エコー企画

伊勢米穀企業組合

キース 株式会社

横浜ゴム株式会社 三重工場

オオシマフードサービス 株式会社

鈴定燃料株式会社 松阪国道給油所

2022年度
伊勢YAMATO倶楽部 個人会員

東京海上日動火災保険
株式会社

株式会社 セフティージャパン 株式会社 ファインパック

ホテル清海

民宿アサヒ

有限会社 サンクリーンサービス

[株式会社 伊勢萬トレーディング]
本社：三重県伊勢市宇治今在家町24
TEL／0596-22-0297



世の中が幸せになるために、地元を幸せにする。地元を幸せにするために、一人一人を幸せにする。世の中が幸せになるために、地元を幸せにする。地元を幸せにするために、一人一人を幸せにする。

サッカーからスタートし、世の中の平和を望みながら、スポーツを通した心の教育を行い、スポーツの成果、さまざまな子どもたちの向上につなげ、国の未来を作っていきたい。未来の世の中の笑顔につなげていきたい、
と思い、設立に至りました。心を養う教育活動および地域貢献活動、夢を育む活動など、「未来の平和を創るために今、出来ること」に関係者皆で一丸となって真剣に取り組みます。

2,000円/年

個人会員

・イベント、試合結果等を会員様へメール配信
・チーム主催のイベント等への招待
・オリジナルグッズ　プレゼント

 

２０２３年度 『伊勢ＹＡＭＡＴＯ倶楽部』 会員募集中！！

〒516-0804 三重県伊勢市御薗町長屋2160-1 コーポたかはし202
TEL／0596-21-1025　FAX／0596-21-1026　E-mail／info@ise-yamato-c.com

【振り込み先】
　(銀行)　百五銀行　　(支店)　伊勢支店　　
　(種類)　普通預金　　(口座番号)　815843
　(口座名義)　ｼｬ)ｲｾﾔﾏﾄｸﾗﾌﾞ

※振込時には、必ず氏名をお願いします。

お気軽に、お問合せ下さい。

0596-21-1025
(E-mail)info@ise-yamato-c.com

※契約期間／2023年4月～2024年3月

150,000円/年

特別法人会員
・各ｶﾃｺﾞﾘｰ活動時に御社施設を有料使用
・御社名をオフィシャルＨＰへ掲載
・御社名を発刊物へ掲載(試合ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ)等
・ロゴ、エンブレム使用権
・御社主催イベントの選手参加
・オリジナルグッズ　プレゼント

要相談

オフィシャルパートナー
ユニフォームパートナー
プラクティスシャツパートナー
アシストパートナー
ライフパートナー

法人会員

(A) 30,000円/年
(B) 10,000円/年

・御社名をオフィシャルＨＰへ掲載(A)(B)
・御社主催イベントの選手参加(A)
・御社名を発刊物へ掲載(試合ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等)(A)
・ロゴ、エンブレム使用権(A)
・オリジナルグッズ　プレゼント(A)(B)

<TOP・JY・Jr>　朔日参り

<TOP・JY・Jr・School>　清掃活動

<TOP・JY・Jr・School> 　文化活動

<TOP・JY・Jr>　講演会

<TOP>　地域交流活動

<TOP・JY・Jr>　ＡＥＤ講習

【理念】
　●地域の明るい未来への種蒔き
　●スポーツを通した青少年の健全な育成
　　・競技力と道徳力のバランスのとれた向上を目指す。
　　・地域の未来を支える夢と活力がある人材の育成
　　・自分の都合ばかりではなく全体が考えられる人材の育成

10 年後の伊勢のための人づくり



（U12）伊勢市サッカーリーグ
（U11）伊勢市サッカーリーグ
（U10）伊勢市サッカーリーグ
（U8）伊勢市サッカーリーグ
（U11）JA共済カップ 県大会
（U12）全日本サッカー大会 県大会
（U12）フジパンCUP 県大会
（U10）OKAYA CUP 県大会

YAMATO CUP（U12～9）
遠征／愛知・岐阜・奈良県
Jリーグ観戦

第7位
第3位
優勝
開催
2日目）進出
1日目
1日目
1日目

開催
開催
開催

有緝こども園（火曜日/月2回）
えがお保育園（水曜日/月2回）
えがお志摩保育園（金曜日/月2回）
えがおあけぼの保育園（金曜日/月2回）
有緝地域総合型スポーツクラブ（金曜日/月1回）
厚生総合型スポーツクラブ（夏休み）
中止／佐八小学校プール指導員（夏休み）

自分は一人で生きているのではない、生かされている。だから周りを生かす。

元に感謝がないと、それはできない。その心でサッカーの質を上げる。

●育成された青少年がやがて街の活力を牽引するように…

●現在のトップチームが街に愛されて、街に恩返しできるように・・・2022年度 活動報告

【夏季】 中止／合宿
【秋季】 中止／スクール対抗戦
【冬季】 中止／スクール対抗戦
中止／Jリーグ観戦
中止／MODERATION CUP参加(大分県)

多気校
伊勢校
上野校

小俣校
鳥羽校
伊勢北校

度会校
有緝幼稚園校

日本クラブユースサッカー選手権（U15）三重県大会
三重県リーグ 3部
三重県リーグ 4部
高円宮杯（U15） eisu杯
伊勢市中学生サッカーリーグ大会
AGFカップ 三重県中学生新人サッカー大会（クラブの部）
三重県クラブユース選手権（U14）
YAMATO CUP(U15・14)
遠征／県内、近隣県　等
Jリーグ観戦

ベスト16
優勝（2部昇格）
準優勝
ベスト8
開催中
ベスト16
開催中
開催
開催
開催

トップチーム/社会人

ジュニアユース/中学生

ジュニア/幼児～小学生

サッカースクール/幼児～小学生 園庭体育/幼児 教室/幼児～小学生

■小中学生サッカー交流（5/15・6/26）

■2022三重県社会人サッカーリーグ 1部

　　優勝(9勝2敗)

　　東海リーグ入替戦出場

EscolaMie(エリートスクール)

■第29回全国クラブチームサッカー選手権大会

　　　1回戦

　　　伊勢YAMATO FC 1-3 OKFC（関西代表）

　　　ベスト16

■天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会 兼

全国社会人サッカー選手権三重県予選

　　準決勝

　　　0-1 TSV1973四日市

　　　第3位

■第57回東海社会人サッカートーナメント

（東海リーグ入替戦）

　　1回戦

　　　0-0 (PK4-3) ラジルFC東三河（愛知2位）

　　決勝戦

　　　0-6 岳南Fモスペリオ（静岡1位）


