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2023 規約・概要



三重県 NO.1

今に気づき、出来る事を自ら考え判断し行動できる選手となる。
三重県大会で優勝し、次のステージを目指す。

常に前を見て、常に上を見て、常に夢を追う。
自分で生きる道を自分で拓いていける人間を目指す。

1人1人の人間的成長

チームコンセプト
ジュニアユース ／ ジュニア

向上心や積極性を持ち、基本技術や戦術を
学び続ける選手となる。

ボール・ゲームをコントロールし、
最後まで諦めず勝利を目指す！

■サッカーの技術
　基本的な技術を身につけ、常にゴールを
　意識し続けられるプレーを身につける。

■積極性
　何事も積極的にチャレンジし、
　失敗を恐れず立向かう勇気を持つ。

■向上心
　夢や目標を叶える為、現状に満足せず、
　ひたむきに努力し続ける。

■全員攻撃・全員守備
　全員が全てのポジションで攻撃・守備を積極的にできる。

■素早い攻守の切替
　ボールを奪った瞬間に攻撃ができている。
　ボールを奪われた瞬間に守備ができている。
　その準備をし続ける。

■前向きな声かけ
　いかなる状況でも仲間を信頼し共に励まし合える。

■創造性のあるプレー
　個性を活かしたアイデア溢れる発想力を磨く。

サッカー 個人個人

常にチームの事を考えて行動する選手となる。
選手同士、良き仲間・良きライバルで居続ける。

サッカー外活動を通じて社会とルールを学ぶ。
学び・体験する事で、成長に繋がるヒントや
きっかけを得る。心の「ゆるみ」を未然に防ぐ。

■規律
　ルールを守り、常にチームの為に考え動く。
　メリハリのついた行動を心掛ける。

■共通理解
　ピッチ内外で選手同士が良き仲間として行動し、
　様々な共通理解を深める。
　多くの仲間をつくり一生の宝物を得る。

■チーム内競争
　ピッチ内では、スタメンやメンバー選考など、
　選手同士が常に競争を意識する。　

■社会貢献活動

■文化活動

■公式戦運営補助

■他カテゴリー交流活動

■倶楽部活動

■食育

チーム サッカー外活動



伊勢 YAMATO FC JY・Jr 活動規約 

 

1 名称及び所在地 

本チームは、伊勢 YAMATO FC JY・Jrと称し、事務局を以下に置くものとする。 

〒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 

 

2 主催 

本チームの主催は、一般社団法人 伊勢 YAMATO倶楽部とする。 

 

3 主管 

本チームの主管は、一般社団法人 伊勢 YAMATO倶楽部とする。 

 

4 目的 

スポーツを通して、何事にも育成・成長の源となる精神を養う。 

JY／トップチームに相応しい選手を育成する。 

Jr／「がんばり続けられる子ども」、「自信を持ち、困難にチャレンジできる子ども」、 

「思いやりの心に溢れた子ども」を育み、少年期の活動の思い出や涙が、後の生きて 

いく力の基盤になることを目的とする。 

 

5 指導方針 

JY／U15のサッカー技術、戦術の理解、習得、向上と共に、将来に繋がる一流選手の育成 

を図る。同時に、自己鍛練を通して、生涯財産となる精神力の確固たる成長を促す。 

Jr／助け合うこと、思いやること、歯をくいしばること、コミュニケーションをとること、 

チャレンジすること、ともに喜びまた涙すること、規律を守ること、感謝することを、 

指導場面のなかで創りだし、目的へと導く。 

 

6 活動 

年中～中学 3年生までを対象に以下の活動を行う。 

＜平日＞ 

 Jr／火・水・金 19:00～20:30(19:00～20:00) ※カテゴリーによる 

 JY／火・水・金 19:00～20:30 

 伊勢フットボールヴィレッジ(予定) 

＜週末・祝日＞ 

 練習の場所、時間は都度決定する。公式戦、練習試合を頻繁に実施する。 

 ※その他、サッカー以外の文化活動(農業や芸術鑑賞など)、社会貢献活動(ごみ拾い)なども 

チーム行事として実施する。 



※子どもの適性等に応じてクラブの決定により上位学年での活動となる場合がある。 

 

7 入会資格 

   入会資格は、本規約に賛同し、申込書に記入、捺印を持って有する。また次の事項に該当したも

のとする。 

(1)親権者の許可を得たもの 

(2)全スタッフの承認を得たもの 

(3)学業も同様に努力できる幼児年中から中学生であること 

 

8 費用 

   (1)入会金 5,000円(入会時のみ) ※兄弟姉妹の入会者は１名につき 2,500円 

   (2)年会費 2,800円(毎年 4月に更新) ※年度内入会は入会月を問わない 

   (3)JY／月謝 10,000円、Jr／月謝 7,000円(6,000円) ※カテゴリーによる 

   (4)チーム指定ウェアを購入する。 

    〇JY 

＜ジャージ上下、シャツ(白、赤)、パンツ(白、赤)、ストッキング(白、赤)、 

ポロシャツ、バックパック＞ 

〇Jr(小学 3年生～小学 6年生) 

＜ジャージ上下・シャツ(白、赤)、パンツ(白、赤)、ストッキング(白、赤)、 

バックパック＞ 

〇Jr(小学 2年生以下) 

＜シャツ(赤)、パンツ(赤)、ストッキング(赤)、バックパック＞ 

※金額は全て税込み 

 

9 保護者の在り方 

   保護者は、指導スタッフの指導法、試合時の選手起用には一切介入せずに、子どもを見守る応援

団であること。 

 

10 活動への出席 

   基本的には、チーム活動にはすべて出席する。 

   ただし、欠席の場合は指導者に連絡をする必要がある。 

 

11 遵守 

   選手、保護者は本規約の遵守に努めること。またチームの秩序、規律を尊重すること。 

   該当しない場合は、入会は認められず、また入会後発覚した場合は退会とする。 

 

12 退会 

   中途退会する場合は、退会を希望する月の前月 20日までにチームに届け出、了承を得ること。 



13 保険、免責 

   選手は入会とともにスポーツ傷害保険に加入。加入手続きはチームで行う。傷害保険事故の場合

における保障および責任は、加入する保険会社の約定通りとする。 

   チームバスにおける事故の場合における保障および責任もまた、加入する保険会社の約定通りと

する。また、本チーム内における盗難、傷害その他の事故に対し、選手家庭はクラブに対し何ら

損害賠償を求めない。 

   スポーツ傷害保険の加入手続きは毎月末日にクラブが行う。したがってチームへの入会後、保険

責任開始日までの間に発生した本チーム内における盗難、傷害、その他の事故に対して主催者及

び主管者並びに本チームは一切の責任を負わない。 

 

14 移籍・活動参加 

   本チームに登録されている選手が、他のチームへの移籍や他のサッカー団体への活動参加等を希

望する場合においては、チームの承認を得ておかなければならない。 

 

15 ホームページなどへの掲載等 

   選手並びに保護者からの特段の申出がない限り、クラブの活動をクラブのホームページ、クラブ

が発行する発刊物、あるいは新聞、ケーブルテレビなどの各種マスコミに選手及び関係者個人の

写真、映像などが掲載され、あるいは放映されることがある。 

   掲載、放映を拒否する場合は主催者、または主管者への申出を要する。 

 

16 その他 

   その他、活動のため必要な事項・問題が発生したときには、主管である一般社団法人伊勢 YAMATO

倶楽部内で協議し、決定する。 

 

17 付則 

   本規約の施行について必要な事項に関しては、主催の承認を得て、別途細則等を設けることが出

来る。 

以上 

 

本規約は 2023年 4月 1日より施行する。 



　　1．入会資格
伊勢 YAMATO FC JY・Jr活動規約に賛同し、申込書に記入、捺印を持って有します。また次の事項に該当したものとします。

　（1）　親権者の許可を得たもの

　（2）　全スタッフの承認を得たもの

　 　（3）　学業も同様に努力できる幼児年中から中学生であること

＜入会時の必要書類＞

　■　「伊勢 YAMATO FC JY・Jr 入会申込書」兼「伊勢ＹＡＭATO倶楽部会員申込書」

　■　口座振替申込書（百五銀行）　

　■　ウェア申込書

　　2．諸費用
（1）入会金・年会費・月謝・チームウェア

（2）合宿・遠征予定 （2023年度 予定）

　JY／夏期　2回・・・約2万円（合宿）、約3～4万円（遠征）　　冬期　１回・・・約2万円（遠征）　　　春期　１回・・・約2～3万円（遠征）

　Jr／夏期　2回・・・約1～2万円（合宿）、約2～3万円（遠征）　　　その他１回（１泊）・・・約2～3万円（合宿、遠征等）

※上記以外にも行う場合があります。

（3）ウェア等

　JY／ジャージ上下、シャツ(白、赤)、パンツ(白、赤)、ストッキング(白、赤)、ポロシャツ、バックパック

　Jr(小学3年生～小学6年生)／ジャージ上下・シャツ(白、赤)、パンツ(白、赤)、ストッキング(白、赤)、バックパック

　Jr(小学2年生以下)／シャツ(赤)、パンツ(赤)、ストッキング(赤)、バックパック

※その他ウエアは希望者購入

　　◆シャツについて　　※別紙参照

　　　主に招待試合・練習試合 等にて使用。　赤（昇華プリント）　／　チーム名、番号（胸・背中）入り。

　　　　　※番号／JY～Jrで通し番号　　※GK／フィールドプレーヤーと同様。　GK専用シャツでも可

（4）その他

　■日帰り遠征、大会参加、招待試合 等　…　適宜決定（費用は都度徴求）　　※500～2,000円程

　　3．お支払い
　■　お支払い 毎月末日に翌月分を口座振替(百五銀行)とさせて頂きます。

　■　普通預金口座 百五銀行に普通預金口座をお持ちでない方はお手数ですが新規開設をお願い致します。

　●　口座振替不能の月は口座振込をお願いすることとなります。

　●　怪我、病気などの理由により長期欠席となる場合や、転校など止むを得ない理由により途中退会する場合は、

　　　 月謝の前受け分を規定に沿って返金させていただきます。

　●　毎月20日までに申込みの方　…　毎月末日に、入会金・年会費・月謝翌月分が口座振替となります。

　　　 ※毎月20日以降の方　…　次月末日に、入会金・年会費・月謝当月分と翌月分が口座振替となります。

　　4．スタッフ　　※別紙参照

※金額は全て税込み

※ウェア代（別紙参照）

事務手数料

2023年度　伊勢 YAMATO FC JY・Jr　　概要①

入会金

事務手数料

月謝 [JY] 10,000円　　[Jｒ] 7,000円(6,000円)

※金額は全て税込み

料金

[JY] 0円

平日練習のみ曜日を指定 [JY] 6,000円

年会費 2,800円（保険料含む）

お申込み額

月単位での休部

5,000円 （兄弟は一人2,500円）

中学3年生　　公式戦終了後

110円

項目 項目

3月まで通常

通常時

料金

伊勢YAMATO倶楽部会員費

110円

[JY] 10,000円



　　5．伊勢 YAMATO FC　　チームコンセプト　　※別紙参照

　　6．活動詳細
＜火曜日＞ 19：00～20：00、19：00～20：30  伊勢フットボールヴィレッジDピッチ（予定）

＜水曜日＞ 19：00～20：30  伊勢フットボールヴィレッジDピッチ（予定）

＜金曜日＞ 19：00～20：00、19：00～20：30  伊勢フットボールヴィレッジDピッチ（予定）

　　　　　　　　　※Jr／カテゴリー（学年）別

＜土・日・祝＞  試合（県内外各地）、練習（市内各地／横浜ゴムグラウンド・上野小グラウンド等）

　　○平日練習　→　横浜ゴムG等に変更の場合あり

　　○雨天決行　

　　○土・日曜日は、公式戦・練習試合を頻繁に実施。また、場合によってはミーティング・2部練習も実施。

　　○サッカー外活動

　　　　文化活動（農業体験・芸術鑑賞 等） 　　　倶楽部活動（朔日参り、講演会、活動報告会 等）

　　　　社会貢献活動（ごみ拾い 等） 　　　トップチームホームゲーム観戦・運営補助

　　　　他カテゴリー交流活動

■中止 ○天災時（大雨、雷、雪、台風、警報発令　等）

○公式戦　…　規定による

　※中止時の連絡　…　集合時間の１時間半前までにメールにて連絡

　※グラウンドキャンセルの都合上、午前中に中止決定を行う場合あり 　　

■カテゴリー分け／選手の適性等に応じてカテゴリーを分け、活動を行う場合があります。

　　選考基準　…　サッカーの技術　　　向上心　　　積極性　　※Jr／4カテゴリー（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ）

■メンバー選考／各種大会に向けて、メンバー選考を行う場合があります。

　　◯メンバーを落とす事が目的ではなく、全員をメンバーにする事を目標に、各個人に足りない部分を明確にすること。

　　◯チーム内競争を活性化させる事で、チーム力の向上を図る。

■U13合同チーム／各種大会に向けて(選手の適性等に応じて)、JY・Jr合同チームを結成する場合があります。

　　7．（JY）無料送迎について　　※別紙参照
　※都合により、運休の場合あり。　車検・公式戦スケジュール・怪我、病気 等　　　※2024年度以降は未定

＜平日＞

　　乗車希望 締切り日　…　2023/2/28（火）　正午

　　2023年度 平日送迎運行表　…　2023/3/20（月）を目安にメール配信予定

　■伊勢ルート(マイクロバス)/志摩ルート(乗用車)

　　　時間目安　　行き／17：00～18：45　　帰り／20：45～21：30

　　　乗車場所の優先順位　　①昨年度 ルート　　②新入団選手 希望場所

＜土・日・祝＞

　　・伊勢市内の活動／現地集合

　　・伊勢市外への遠征／ルート別に集合・解散場所を設定

　　　※バス台数・乗車人数が限られている為、現地集合の場合あり。(松阪市・志摩市 等)

　　　○高速道路使用時　…　イオン伊勢店

　　　○国道23号線使用時　…　伊勢みそのショッピングセンター

　　　○旧国道23号線使用時　…　宮川度会橋駐車場(度会橋ロータリー)

　　　　※行き先によって特別に乗車場所を設けることもあります。

　　・県外への遠征　／　場所・時間・距離等を十分に考慮し、安全面が確保できる場合はチームバスにて行う。

2023年度　伊勢 YAMATO FC JY・Jr　　概要②



　　8．その他
【スケジュール・諸連絡】 ■メール配信　／　「らくらく連絡網」にて配信

　○配信日時　…　月間予定（前月20日までにメール配信）　／　週末予定（毎週火曜日にメール配信）

　　　　　　　　　　　　中止時の連絡（集合時間の１時間半前までにメール配信）

　○登録方法　…　別紙参照

■ホームページ

　翌月以降の大まかなスケジュール・試合時のタイムスケジュール等を掲載します。ご参照下さい。

【活動時の持ち物】 ■通常時

　○サッカーボール　○クラブ指定ウエア　○レガース　○スパイク（トレーニングシューズ）

　○クラブ指定のバックパック　○ドリンク　○着替え　等　○氷（必要な選手のみ）

　○室内シューズ（雨天時）／フットサルシューズ等（靴底が茶色のみ可）

■夏期（土・日・祝） ■その他

　Jｒ／○ハンドタオル　　○氷 　　○食事（必要時）

　　※持ち物には必ず名前を記入して下さい。

　　※飲料・氷　…　緊急時を除いて、チームでの準備はできません。

【ユニフォーム】 ■公式戦／ユニフォームシャツ・パンツ　チームより貸し出します。

　　※試合後の翌活動日に返却下さい。

　 ソックス／個人持ちのソックス（白・赤）を使用します。

■練習試合・招待試合 等／個人持ちのゲームシャツ・パンツ・ソックスを使用します。

【朔日参り】 ■毎月1日／倶楽部行事で行っています。

　平日／学校に支障がない程度に参加下さい。

　土・日・祝／主に活動日の為、公式戦以外は全員参加

【学校行事・欠席】 ■学校行事／日程が確定・変更次第、連絡をお願いします。

　※なるべく学校行事を避けてスケジュールを組みますが、原則、学校行事を優先させて下さい。

　※学校・学年・学級閉鎖中の活動には参加できません。

■定期的な欠席／日程が確定・変更次第、連絡をお願いします。

　○欠席の連絡方法／(JY)選手が各責任者へ　(Jr)保護者が各責任者へメール・LINEにて連絡

　　急な欠席の場合　…　選手もしくは保護者が責任者までメール・LINEにて連絡

　　※（JY）原則、選手本人が管理・連絡をして下さい。

　　※別途費用がかかる活動は、キャンセル料をいただく場合があります。

【自転車】 ■ヘルメット着用

■ボール／カゴに入れる場合は、落ちないようにしっかりと固定する事。

　※基本的に学校の基準に合わせます。

【食事】 ■活動時の食事（お弁当）／なるべくお米のお弁当

　禁止　…　ジュース類、お菓子類

　　※その他の品目や細かな判断はご家庭にお任せます。但し、現場にて不可を出す場合もあります。

【携帯電話】 ■JY／必要最低限の使用のみ認めます。

【買い物】 ■JY／必要最低限の購入のみ認めます。

【保険】 ■スポーツ保険／入会申込み時にチームにて加入します。

■保険適用方法／入会申込み時にメール配信します。

　　9．(JY)新年度から入会される方へ
■申込書　／　直接手渡し　・　郵送　・　Eメール （写真データ／口座振替申込書除く）

＜郵送先＞　伊勢YAMATO倶楽部宛　　〒516-0804 三重県伊勢市御薗町長屋2160-1コーポたかはし202

＜E-mail＞　info@ise-yamato-c.com

　　※チームウエア割引き、平日バス希望 締切りについては別紙参照

■2023年4月より活動開始予定ですが、下記を厳守していただける選手は練習参加が可能です。

　○申込書が提出済みの選手　　　※週末予定メールを配信します。

　○現所属チームの許可を得た選手　　　〇未所属の選手

　　※練習中の怪我・病気については、応急処置は行います。但し、その後の処置は選手の責任でお願いします。

　　※保険の適用　／　2023年4月1日以降

　　※平日の通常練習に限る。土日の希望は都度対応します。

2023年度　伊勢 YAMATO FC JY・Jr　　概要③

2022/3/20（月）

平日バス運行表 予定

バス停の優先順位　　　①昨年度 ルート 　②新入団選手 希望場所

左記以降は都度、受付

メール配信

平日バス希望 締切りチームウエア割引き

2023/2/28（火）　正午2023/1/31（火）　正午



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

・平日活動曜日は固定する。

・ジュニア

　　　土日連続活動の場合でも平日休みを設けない。

・活動日数を考慮した上で、平日休みを設ける場合がある。（監督判断）

・各カテゴリーは大会・試合に応じて別カテゴリーと共に活動を行う場合がある。

中3

2023年度　伊勢 YAMATO FC JY・Jr

JY・Jr　活動スケジュール

C・Dチーム

スケジュールによる

Bチーム

Aチーム

小6

中1

中2



役職 氏名 生年月日 出身 経歴/資格 所属/ポジション その他　所属

わたなべ　けんた  → 倉吉西高校 → CFE（エドゥサッカーセンター） トップチーム 伊勢YAMATO倶楽部 理事長

 → 静岡FC(現J2藤枝MYFC) → 伊勢 YAMATO FC MF ジュニアチーム コーチ

TOP 代表・総監督 　※三重県成年国体選抜

JY 代表・監督 　※スペインサッカー協会認可AFEN公認「モニトール」

スクール 代表 　※日本サッカー協会公認C級指導者ライセンス

　※日本サッカー協会公認キッズリーダー

　※日本スポーツ協会公認スポーツリーダー

きだ　じゅん 御薗サッカー少年団 → 伊勢サッカークラブJr トップチーム 伊勢YAMATO倶楽部 副理事長

 → 伊勢工業高校 → 伊勢 YAMATO FC（創設～） MF トップチーム コーチ

Jｒ 代表・監督 　※日本サッカー協会公認C級指導者ライセンス DF JYチーム コーチ

　※日本サッカー協会公認キッズリーダー スクール コーチ

　※日本スポーツ協会公認スポーツリーダー

きくがわ　さとし 一色サッカー少年団 → スペランザSC トップチーム トップチーム 監督

→ 宇治山田商業高校 → 伊勢 YAMATO FC DF スクール コーチ

なかたに　そうた 伊勢MTK FC → 伊勢 YAMATO FC JY Jｒ伊勢トレセンコーチ

→ 伊勢高校 → 皇學館大学 GK（ゴールキーパー）

　※日本サッカー協会公認C級指導者ライセンス取得中

おかだ　けんすけ  → 京都明徳高校 → ルネス学園甲賀サッカークラブ トップチーム トップチーム 副キャプテン

 → 伊勢 YAMATO FC MF スクール コーチ

　※京都府トレセン DF

　※日本サッカー協会公認キッズリーダー

みぎた　たかし  → 志摩高校 → 皇學館大学 → ISE YAMATO Fut スクール コーチ

 → 伊勢 YAMATO FC MF

　※日本サッカー協会公認キッズリーダー

まつばら　なおのり 【指導歴】一身田FC → 津トレセン代表 スクール コーチ

　※日本サッカー協会公認C級指導者ライセンス

　※日本フットサル協会公認C級指導者ライセンス

いしぐろ　ふみや 中島サッカー少年団 → 伊勢サッカークラブJr トップチーム

 → 宇治山田高校  → 中京大学 → 伊勢 YAMATO FC MF

　※三重県トレセン DF

おかもと　なおき 修道サッカー少年団 → 五十鈴中学校 トップチーム

 → 伊勢工業高校 → 伊勢 YAMATO FC （創設～） MF

　※日本サッカー協会公認キッズリーダー DF

きひら　しょうた 三重中勢FC→FC松阪→松阪工業高校 トップチーム コーチ

→JAPANサッカーカレッジ→ 伊勢 YAMATO FC MF スクール コーチ

→UNANDERRA HEARTS FOOTBALL CLUB(オーストラリア)

つむら　まさひこ  → 中央大学 → 小俣FC トップチーム トップチーム コーチ

津村　将彦  → 伊勢市役所サッカー部 → 伊勢 YAMATO FC GK スクール コーチ

さかとく　しゅう  大同大学 →伊勢 YAMATO FC トップチーム スクール コーチ

酒徳　秀 GK

にし　たかや 四郷サッカー少年団 → 五十鈴中学校 トップチーム

西　隆也 → 四日市中央工業高校 GK/DF

はやし　かずあき 三重中勢FC→橋南中→津西高→São José EC(ブラジル) 鈴鹿ポイントゲッターズ コーチ

→JacareiAC(ブラジル)→FC東京（J2）→水戸ホ-リ-ホック（J2） GK

→CFE→デッツォーラ島根→TAKE ACTION

【指導歴】

CFE→三重高→三重中京大学→県GKプロジェクト

→東京都協会後援FOOT→麻布大学淵野辺高校

　※JFAこころのプロジェクト「夢先生」

　※日本サッカー協会公認B級指導者ライセンス

テクニカル
アドバイザー

度会郡

伊勢 YAMATO FC （社会人）　選手

1985.11.2 伊勢市

津市
林 一章

伊勢市

石黒 史也

1986.6.3 伊勢市
岡本　尚樹

2023年度　伊勢 YAMATO FC JY・Jr

STAFFプロフィール

來田 純
1978.8.26 伊勢市

1983.7.21 京都府
渡邉　研太

1976.7.29

1993.7.20 伊勢市
菊川　賢志

木平 翔太
1996.5.14 松阪市

伊勢市

1993.2.10 京都府
岡田　健介

2003.5.16 伊勢市

志摩市1988.11.28

GKコーチ

右田　聖

1987.5.12

1970.7.3

サポートコーチ

1989.2.28

コーチ

中谷 聡太

コーチ/マネージャー 1968.7.24 津市
松原 尚紀



県大会

朔日参り

説明会／講演会

12月 1月 2月 3月

JY　ジュニアユース

U12 体験

選手ミーティング 伊勢協会FS
YAMATO CUP YAMATO CUP

三重県 2部 リーグ

4月 5月 7月6月

eisu杯　高円宮杯

U14 AGF杯 新人戦
伊勢リーグ

U14 クラブ選手権

U15
南勢 選考会

南勢 選考会
U14

伊勢リーグ

トレセン大会伊勢 選考会

 　2023年度　伊勢 YAMATO FC JY・Jr

倶楽部

1月12月 3月2月

チーム

　　年間スケジュール（案）

8月 9月 11月

U13 リーグU13

U14

U15

公式戦

U15 クラブ選手権

10月

朔日参り 初詣／初蹴り
朔日参り

サッカー外活動

U11

公式戦

YAMATO CUP

8月

遠征
チーム YAMATO CUP サッカー外活動

12月 1月 2月 3月4月 5月 6月 7月 9月 10月 11月

トレセン

U12

トレセン大会

U9 佐瑠女杯

伊勢 選考会 県 選考会

伊勢 選考会

伊勢 選考会

県 選考会
U10

 U9 選抜大会

サッカー外活動 遠征
YAMATO CUP YAMATO CUP

遠征 遠征
伊勢協会FS

U11 JA杯 U12 フジパンカップ U12 全日本少年 U10 新人戦  U12 選手権 U11 JA全農杯

U12 リーグ

U10 リーグリーグ

遠征 遠征

U11 リーグ

県 選考会

U8 大会

Jr　ジュニア

選手ミーティング 選手ミーティング 旅立ちの会

選手ミーティング 遠征
招待大会

サッカー外活動
遠征

遠征 遠征入団式

トレセン

南勢 選考会
U13

県 選考会

県 選考会

伊勢 選考会

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

三重県 2部 リーグ

トレセン大会
県 選考会



NO NO NO NO NO

1 不可 21 41 61 81

2 22 42 62 82

3 23 43 63 83

4 24 44 64 84

5 25 45 65 85

6 26 46 66 86

7 27 47 67 87

8 28 48 68 88

9 29 49 69 89

10 30 50 70 90

11 31 51 71 91

12 不可 32 52 72 92

13 33 53 73 93

14 34 54 74 94

15 35 55 75 95

16 36 56 76 96

17 37 57 77 97

18 38 58 78 98

19 39 59 79 99

20 40 60 80

決定済み

決定済み

決定済み

申込書へ希望番号（第1～3）をご記入ください。　　　　　　　番号は、常時埋まって行きます。HPを参照して下さい。

2023年度　伊勢 YAMATO FC JY・Jr

ゲームウエア

名前

GK

名前

決定済み

2023.1.18
名前 名前 名前

決定済み

決定済み

決定済み

GK

決定済み 決定済み

決定済み 決定済み

決定済み

決定済み

決定済み

決定済み

決定済み 決定済み

決定済み 決定済み

決定済み

決定済み

決定済み

決定済み 決定済み 決定済み 決定済み

決定済み 決定済み

決定済み

決定済み

決定済み

決定済み

決定済み

決定済み

決定済み

決定済み

決定済み 決定済み

決定済み

決定済み

決定済み

決定済み 決定済み 決定済み

決定済み 決定済み 決定済み

決定済み



◆2023年度 平日送迎運行表は、新入団選手が決定次第となります。

◆ご希望に添えない方もあると思いますが、ご了承下さい。

◆2023年度 平日送迎運行表　…　3月下旬を目安にメール配信予定

乗車場所 出発予定時刻 火曜日 水曜日 金曜日

ファミリーマート いせ中島店 17:20 1 1 1

ミニストップ 伊勢上地町店 17:32 3 3 3

JA伊勢 小俣支店 17:45 1 1 1

桜浜中学校 前 17:55 2 2 2

西豊浜町 ふれあい公園前 18:00 1 1 1

ユニクロ 伊勢店 18:15 1 1 1

御薗B&G海洋センター 前 18:20 3 3 3

竹ノ鼻町内 18:25 1 1 1

ローソン 伊勢通町店 18:32 2 2 2

伊勢FV 18:40

15 15 15

降車場所 到着予定時刻 火曜日 水曜日 金曜日

伊勢FV 20:45

伊勢通町 バス停 20:50 3 3 3

ダイソー 伊勢神久店 20:52 2 2 2

ファミリーマート いせ中島店 21:02 3 3 3

ファミリーマート 伊勢上地店 21:08 2 2 2

大仏山公園 付近 21:13 1 1 1

桜浜中学校 前 21:18 2 2 2

西豊浜町 ふれあい公園前 21:22 1 1 1

バス置き場 付近 21:30 1 1 1

15 15 15

※欠席・乗車ナシ等の連絡は、速やかにお願いします。

※乗遅れ等の個人対応はいたしません。

※発着時間は、交通状況により前後する場合があります。

※発車時間の5分前にはバス停にて待機して下さい。

※ルート・時間変更の際は、改めて連絡いたします。

合計

伊勢FV　帰り 降車人数

合計

2023年度　伊勢 YAMATO FC JY・Jr

JY　2022 平日送迎 運行表

●雨天等での活動場所変更時は、都度配信

伊勢FV　行き 乗車人数

伊勢・玉城方面　　　マイクロバス



■団体名　／　伊勢 YAMATO FC JY　・　伊勢 YAMATO FC Jr

■登録期日　／　申込書を提出後、3日以内でおねがいします。

■「らくらく連絡網」ご利用ガイド　／　https://ra9.jp/guide/

■会員登録～団体へメンバーとして参加するまでの手順　／　https://ra9.jp/guide/member_registration

【STEP01】

　　らくらく連絡網に登録するメールアドレスから「登録用メールアドレス」宛に空メールを送信して下さい。

▼通知された登録用空メールアドレスが「583735××@ra9.jp」の場合

TO: 583735××@ra9.jp

From: らくらく連絡網に登録するご自身のメールアドレス

件名: 何も記入しないでOK!

本文: 何も記入しないでOK!

　　　※件名・本文が空欄の状態では送信が出来ない場合には、各項目に何か一文字入力した上で、送信して下さい。

【STEP02】

　　送信元のメールアドレス宛に、下記のような登録用URL記載されたメールが届きます。

　　登録用URLをクリックして、手続画面に進んでください。

　　　※メールが届かない場合

　　　　迷惑メール対策をされている可能性があります。「@ra9.jp」からのメールを受け取れるようにしてください。

【STEP03】

　　アカウント情報・あなたのプロフィール情報を入力して登録完了ボタンを押下してください。

　　ユーザー登録・メンバー登録手続きが完了し、登録完了ページへ進みます。

※利用規約等の5項目を確認後、【同意】

※基本設定／パスワード、名前(お子様の名前)、性別、学年、住所等を登録

※最後に、お知らせメールの受け取りに関して選択する項目があります。

　【受けとらない】　→　チームからのメールは届きます。

【STEP04】

　　これでらくらく連絡網への登録・団体への参加が完了です。

　　あわせてご登録のメールアドレス宛に登録完了メールとトークン発行のお知らせメール (注) の2通が送信されます。

　　　※団体参加に代表者の承認が必要な場合は、承認が完了次第、[メンバー登録完了]メールが届き、ご利用可能となります。

小学生　「伊勢 YAMATO FC Jr」　登録用の空メールアドレス

　　34230010@ra9.jp

「らくらく連絡網（メール配信ソフト）」について

2023年度　伊勢 YAMATO FC JY・Jr

　　34228719@ra9.jp

中学生　「伊勢 YAMATO FC JY」　登録用の空メールアドレス



1．シューズについて

■ シューズについた土や汚れは、よく取り除き人工芝の中には持ち込まないでください。

■ サッカーシューズ・トレーニングシューズ（取替式スパイクの使用禁止、固定式のみ使用ＯＫ）

■ 応援者の方も同様です。（女性のハイヒールでの入場は禁止）

2．飲食物について

■ Ｅピッチを除き、フェンス内への飲食物の持ち込みは、禁止します。

（ガム・飴なども含む）（Ａピッチ観戦用階段部は昼食可）

■ グラウンド内での水分補給は「水・スポーツドリンク」に限ります。（試合時選手用の飲料水も同様です）

3．火気について

■ 人工芝・コート内での火気（タバコ・ライター・花火など）の使用を禁止します。

■ 喫煙をする場合は、指定場所にて喫煙願います。

4．ゴミ・貴重品について

■ ゴミはすべて各自でお持ち帰えりください。

■ 貴重品は、各自で管理してください。

紛失した場合、一切責任は負えませんので、充分に注意してください。

5．クラブハウス・Ｗ－ＵＰ場所・ロッカー・トイレ・駐車場などについて

■ Ａ・Ｂピッチクラブハウスへの選手の出入りはできません。指導者は昼食等で使用できます。

■ 各チームのＷ-ＵＰは、フットサルコートを含め、空きスペースを融通し合ってください。

■ ロッカールームなどはありません。着替えは、基本的に室外となります。

■ 荷物置場はＡ・Ｂピッチクラブハウス下、コンクリート部分、トンネル等で確保してください。

■ トイレは、指定のトイレを使用してください。

■ Ｅピッチトイレはクラブハウス内です。シューズを脱いで入室ください。

■ 駐車場（自家用車・バスなど）は、指定の場所に駐車してください。

周辺道路には絶対に駐車しないでください。

■ ボールが飛んでくる可能性があります。各自ご判断の上ご駐車下さい。

【駐車場での事故・盗難等の責任は一切負いかねます。】

■ Ａ・Ｂピッチ駐車場はアリーナ側は使用できません。

6．観戦場所・テント設置場所について

■ 見学については所定の場所で行ってください。

■ 保護者・一般の方の観戦は原則フェンス外でお願いします。

■ 伊勢二見鳥羽ライン（自動車道）の側面での見学は禁止させていただきます。

■ 各自テント設置については、関係者の指示に従ってください。簡易テントを設置する場合は

止め具は人工芝には打ち込めませんので重石・土嚢などをご持参ください。

7．横浜ゴム三重工場グラウンドについて

①入場の際は、横浜ゴム三重工場の正門より入場して下さい。

②入場の際は、工場内交通規則を厳守して下さい。（20km/ｈ　未満）

③横浜ゴム三重工場は、全面禁煙となります。（車内も禁煙です）

④運転中の携帯電話の使用は禁止です。

伊勢FV

横浜ゴム三重工場グラウンド

2023年度　伊勢 YAMATO FC JY・Jr

人工芝の健全な状態を保ち続けるため、以下の点にご協力をお願いします。

チーム責任者は、下記内容を選手・選手の保護者・関係者にお伝えください。

グラウンド利用上の注意



 

①振替口座の名義をお書き下さい。
②振替口座の名義をお書き下さい。
③【注意】銀行届け印を押して下さい。(2枚目)
④選手名をご記入下さい。
　 兄弟の方は、それぞれの氏名を記入下さい。(例：山田太郎・花子)

【注意】契約者印は銀行届け印を押して下さい。(1枚目)
※書き損じの訂正には二重線と銀行お届け印を修正箇所に押印ください。
　 修正液（ホワイト等）を使用したものは受け付けられませんのでご注意ください。
※ご提出いただいた「預金口座振替依頼書」に、印相違、ご記入漏れ等の場合は、
　 再提出いただくことがございます。

⑤下記をご記入下さい。
　　　　料金等の収納依頼企業名　→　伊勢YAMATO倶楽部
　　　　料金等の種類　→　月謝

2023年度　伊勢 YAMATO FC JY・Jr

口座振替申込書の記入について

見本

１

2

4 5

3



〒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


