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1.はじめに 

 

アルコイリスフットサルスクールでは、2009 年よりサッカー、フットサルスクール運

営を行っており、茨城県牛久市、龍ヶ崎市を中心に茨城県南地区や千葉県在住の多くのジュ

ニア、ジュニアユース年代の選手の育成に携わっておりました。 

これまで設立より 10 年ほどサッカー、フットサルスクールの運営を中心に活動してお

りましたが、並行して 2021 年度より小学 4～6 年生を対象としたジュニアチームの設立を

決定いたしました。 

少子化の影響による地域スポーツの少数化、また働き方改革での共働き世帯の増加によ

る保護者様のお子様の習いでの負担の軽減、小学生年代から高い意識、目標を持ち、同程度

の技術的、身体的テクニックを持つ選手が切磋琢磨する環境を提供したいとの思いから設

立に至りました。 

 

 

2.チーム概要 

 

1）チーム名：arcoiris fc 

2）所在地：茨城県牛久市遠山町 511-5 

3）運営会社：株式会社イミオ 

4）活動場所：sfida sports park 龍ヶ崎 

5）提携業務：アルコイリスフットサルスクール 

 

※運営会社「株式会社イミオ」について 

株式会社イミオは、「ボールを通じて世界をより楽しく」をミッションに、フットサル 

ブランド「sfida」、サッカーブランド「mitre」の運営、フットサルコートの開発・運営な

どを行う企業です。 

2015 シーズンからFリーグ公式スポンサーとなり、sfida オリジナルボール「INFINITO」

は、F リーグ公式試合球として採用されています。また、F リーグ「フウガドールすみだ」、

J2 リーグ「FC 琉球」などサッカー・フットサルのクラブチームへの公式サプライヤーも務

めています。 

 

※活動場所「sfida sports park 龍ヶ崎について」 

ショートパイルの高密度人工芝 3 面コートでサッカー、ソサイチにも対応可能。クラブ

ハウス内にシャワー、男女更衣室、ロッカー、トイレを完備。 

住所：茨城県牛久市遠山町 511-5 
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※提携業務「アルコイリスフットサルスクールについて」 

「sfida sports park 龍ヶ崎」を本拠としスクールを運営。 

「1 対 1」や「個の力」に焦点を当て、指導を行う。幼児から中学生まで幅広い子どもた

ちを対象としたクラスを開講。現在のスクール会員数は、約 200 名が在籍しており、フ

ットサル、サッカーの指導だけでなく子どもに対する教育的なコミュニケーションも常

にブラッシュアップしております。 

 

 

3.指導方針 

 

【個のスキルアップを目的として、アグレッシブなサッカーを】 

 

＊ボールを蹴る（パス、シュート）、ボールを止める（ボールコントロール）、ボールを運ぶ

（ドリブル）等、基礎的な技術の習得はもちろんジュニアユース年代以降でも武器となる特

徴のある選手の育成を目的とした個のスキルアップを第一とし、そのスキルを使って個で

局面を打開できる選手の育成 

 

＊守備の原理原則を深く理解したうえで自らアクションを起こしボールを奪う為のアグレ

ッシブな守備スキルを身に付けることを目的とし、そのスキルを使って守備から攻撃に繋

げることのできる集団の育成 

 

＊1 対 1 での勝ち負けに拘り球際での勝負強さ、攻撃から守備、守備から攻撃への素早い切

り替えを身に付けた選手の育成 

 

 

4.活動コンセプト・活動予定 

 

【サッカーを通じて、社会貢献できる人材の育成】 

 

＊チーム競技であるサッカーを通じて、協調性や社会性、自立心を養い、リーダーシップを

発揮できる人材の育成 

 

＊自ら考え、判断し、行動できる力と仲間とコミュニケーションを取り、問題解決できる力

を併せ持つ人材の育成 
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※活動日（予定） 

 

①毎週火曜日 17:30～19:00（担当コーチ：稲垣） 

②毎週金曜日 17:30～19:00（担当コーチ：稲垣） 

③毎週土曜日 13:00～14:30（担当コーチ：稲垣、大橋） 

（※練習試合、公式戦に変更となる場合もございます。） 

④日曜日 練習試合、公式戦（担当コーチ：稲垣、大橋） 

⑤毎週水曜日 18:30～19:30 リフティングクラス（担当：吉本）（※自由参加） 

⑥毎週水曜日 18:00～19:30 強化 S クラス（担当：稲垣）（※任意参加） 

⑦毎週火曜日 19:00～20:00 ゴールキーパークラス（担当：稲垣）（※自由参加） 

 

※第 5 週目火曜日がある月は、第 4 週目火曜日のトレーニングはアルコイリスフットサル

スクール内のコーディネーショントレーニング（17:30～18:30）となります。 

 

※第 5 週目金曜日がある月は、第 4 週目金曜日のトレーニングはお休みとなります。 

 

※毎週水曜日はアルコイリスフットサルスクール内のリフティングクラスに自由参加可能

となります。また月毎に所属選手から数名がアルコイリスフットサルスクール内の強化 S

クラスへの参加が可能となります。こちらはスタッフより参加選手を厳選させて頂きます。 

 

※ゴールキーパーの選手は、毎週火曜日 19:00～20:00 に開催しておりますアルコイリス

フットサルスクールのゴールキーパークラスへの参加も可能となります。 

 

・活動場所 

 

「sfida sports park 龍ヶ崎」 

 

住所：〒300-1215 

茨城県牛久市遠山町 511-5 
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5.チームスタッフ 

 

■稲垣 景亮（イナガキ ケイスケ） 

 arcoiris fc ヘッドコーチ 

 アルコイリスフットサルスクール代表 

U-12 茨城県南部地区トレセンスタッフ 

日本サッカー協会公認 C 級ライセンス取得（※2021 年度 B 級取得予定） 

イングランド IFCO 公認ゴールキーパーコーチライセンス取得 

 

■大橋 洋人（オオハシ ヒロト） 

 arcoiris fc アシスタントコーチ 

 U-12 茨城県南部地区トレセンスタッフ 

 

■吉本 彩里（ヨシモト サリ） 

 arcoiris fc アシスタントコーチ 

 U-12 茨城県南部地区女子トレセンスタッフ 

日本サッカー協会公認 C 級ライセンス取得 

 

 

6.募集要項、対象 

 

募集人数：GK 含めた 10 名～15 名程度 

募集対象：新小学 3,4 年生の選手（2020 年 11 月時点で小学 2 年生、小学 3 年生） 

 

 

7.セレクション  

 

募集にあたって対象選手によるセレクションを実施いたします。 

入会を希望される選手は、下記の必要書類と共に事前に申し込みをお願いいたします。 

 

セレクション日程：①1 月 23 日（土）13:00～16:00 

         ②1 月 24 日（日）9:00～12:00 
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※状況により追加日程によるセレクションを開催する場合がございます。参加は基本的に 1

日程のみでお願いいたします。こちらからの要請で複数回の参加、またはアルコイリスフッ

トサルスクールの強化 B クラス（毎週金曜日 17:30～19:00）への参加をお願いする場合

がございますので、予めご了承をお願い申し上げます。 

 

※セレクション日程①,②への参加が困難な場合、ご相談いただければ別日やスクール内に

て対応させて頂く場合もございます。 

 

参加費：アルコイリスフットサルスクール所属選手 ￥1,500 

    アルコイリスフットサルスクール未所属選手 ￥2,000 

 

必要書類：別紙「arcoiris fc セレクション参加申込書」 

別紙「arcoiris fc セレクション参加同意書」 

 

申込：必要書類を添付の上、下記の申込先までメールにてお申し込み下さい。 

   メールの件名は、「arcoiris fc セレクション_（参加者名）」としてください。 

   例）arcoiris fc セレクション_アルコ太郎 

   お申込を確認させて頂きましたら、こちらより 2～3 営業日内にお申し込み完了のメ

ールを折り返しお送りさせて頂きます。折り返しメールが届かない場合、こちらでお申込を

確認できていない場合がございますので、お手数お掛けいたしますが、お電話にてご確認を

お願い申し上げます。 

 

申込先：arcoiris fc 事務局 

    メールアドレス：inagaki@imio.co.jp 

 

 

8.費用 

 

1）月会費 ￥11,000 

2）年会費 ￥11,000（年度切り替え時の 4 月のみ、保険代などが含まれます。） 

3）チーム用品代 ￥60,000 を予定 

（ユニフォーム、トレーニングウェア、移動着、バッグなどが含まれます。） 

 

※全て税込価格となります。 

 

 

mailto:inagaki@imio.co.jp
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9.お問合せ 

 

 

アルコイリス FC について、ご不明な点がございましたら、担当の稲垣までお問い合わせく

ださい。 

 

 

 

株式会社イミオ 

arcoiris fc 

アルコイリスフットサルスクール 

代表：稲垣 景亮 

〒300-1215 

茨城県牛久市遠山町 511-5 

TEL：029-830-8515 

FAX：029-830-8516 

MAIL：inagaki@imio.co.jp 

営業時間：平日 13:00～23:00 

休日  9:00～23:00 

 

 

 


