
令和 4年 6月吉日 

保護者各位                                         

FCブリンカール安城 

代表 古居俊平 

                                     

FC ブリンカール安城 

2023 年度 新中学 1 年生対象 セレクション開催について 
 

 

【対象】 現 6年生（2023年度中学 1年生） 

 

【場所】 ブリンカールフットボールパーク安城 〒446-0053 愛知県安城市高棚町茨池 68 

 

【セレクション日】 ①8月 14日(日)  ②9月 4日(日) ③9月 25日(日) 

 

【時間】 17：30～20：00 

 

【参加費】 1,000 円（税込）/ 回 

 

【持ち物】 サッカー用具一式(サッカーのできる服装・スパイク可)、飲み物、セレクション参加申込書 

 

【申込方法】 下記の必要事項を明記の上、メールにてご連絡をお願いします。 

①〔件名〕23 年度 FCブリンカール安城セレクション参加希望 

②〔内容〕1)選手氏名（フリガナ） 2)所属チーム 3)ポジション 4)参加希望日(番号を入力  

してください)  

③「セレクション参加申込書」をセレクション当日の受付時に提出して下さい。 

 

【申込先メールアドレス】 Email：brincarfc@brincar.jp 

 

【ご連絡・お問合せ先】 愛知県安城市高棚町茨池 68 / TEL：0566-87-5777 

 

【21 年度 公式戦成績】 

・高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ(3部 D) 優勝 2部昇格 

・パロマカップ 2021 日本クラブユースサッカー選手権（U-15）大会 愛知県大会 第 6位 東海大会出場 

・JFA 第 27回全日本 U-15フットサル選手権愛知県大会 FCB U-15 準優勝、FCB U-14 優勝 

・JFA 第 27 回全日本 U-15フットサル選手権大会 東海地域予選 FCB U-15 準優勝、FCB U-14 優勝 2チ

ーム全国大会出場 

 

来年度 4月より、FCブリンカール安城でプレーする事を希望する選手を対象に、セレクションを開催さ

せて頂きます。興味がある方は是非一度ご参加ください。 



【その他】 ※セレクションの参加は、何回でも可能です。 

※申込み後、事務局から受付確認のメールを返信いたします。 

※「セレクション参加申込書」は PDF から各自で印刷して下さい。 

※必ず保護者と現所属チーム代表者または監督に了解を得て、お申込みください。 

※合格者は後日メールでご連絡させていただきます。 

※選考結果・内容につきましては問い合わせいただいてもお答えできませんのでご了承ください。 

※2023年度 22～24名募集予定。定員になり次第募集は締め切らせていただきます。 

※定員に達し次第セレクションを終了させていただく場合がございますので予めご了承ください。 

※セレクション参加時に起きた怪我等につきましては、一切の責任を負いかねます。各家庭で

ご加入の保険を適用下さい。 

 

 

【参加者が遵守すべき事項】 

1.新型コロナウイルス感染者及び濃厚接触者へのガイドライン 

・感染が確認された場合は参加を禁止とします。 

・濃厚接触者と確定された場合も参加を禁止とします。 

・濃厚接触者の関係者については、濃厚接触者が PCR 検査で陰性となった場合は参加を許可します。濃厚接

触者の PCR 検査の結果が出ていない場合はセレクションへの参加を禁止とします。 

※上記が理由でセレクション参加を見送られる方は、別途ご対応させていただきますので、ご連絡下さい。 

 

2．以下の事項に該当する場合は、参加を見合わせること 

・体調が良くない場合（風邪の症状、発熱、咳、のどの痛み、味覚障害等） 

・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

 

3．マスクを持参すること（会場までの移動時はマスクを着用すること） 

 

4．セレクション前後の手洗いを実施する 

 

5. セレクション中に必要な荷物以外は車に置いていただき、セレクション後の着替えは車内で行ってくださ

い。セレクション終了後は速やかに帰宅をお願いいたします。 

 

6．保護者も必ずマスクを着用し、見学される場合(一家族 1 名様まで)はソーシャルディスタンス(2m)を保

つ 

 

7．セレクション終了後 1週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、事務局に対して速やか

に報告すること 



フットボールクラブブリンカール安城 

23 年度 U-13 予定活動内容 

 

■初期費用 

□ウェア代(ユニフォーム・練習着・移動着等)：約 120,000 円 

□入会金：5,500 円予定(クラブ入団時の初回のみ) ※現スクール生はなし 

□年会費：11,000 円予定(協会個人登録料・スポーツ保険・共用道具費等) 

 

■活動予定日・場所、月額費用 

□活動予定日：平日(火・水・木)17:30～19:30、土日は公式戦や練習試合中心 

□活動場所：ブリンカールフットボールパーク(〒446-0053 愛知県安城市高棚町茨池 68) 

□月謝：17,300 円予定(食育を目的とした補食代込) 

 

※カテゴリー毎で活動日・時間が変更しますので、予めご了承ください。 

 

 

■その他費用 

□練習試合等交通費：自費(県内及び東海地区近辺は現地集合・現地解散) 

□遠方への対外試合(日帰り)：都度徴収(約 5,000 円)  

□強化合宿代：都度徴収(約 2～4 万円/回、5 回/年程度) 

□サッカーボールはチーム指定ボールを各自購入予定（約 7,000 円） 

 

 

 

 



■チームスタッフ 

□代表 (フットサル監督) 

・古居 俊平 (ふるい しゅんぺい)  

・刈谷工業高校卒 / ブラジル留学 / アメリカ D3 STANISLAUS UNITED CRUISERS / 

サルファス清水 

 

□指導者 

監督 (U-15・13 主担当) 

・西原 拓己 (にしはら たくみ)  

・金光第一高校卒 / 立命館大学卒 / デンソーサッカー部（JFL）/ FC 刈谷（JFL・東

海 1 部） 

・指導歴 FC 刈谷 / 刈谷高校サッカー部（JFA 公認 B 級コーチライセンス） 

 

 コーチ(U-14 主担当) 

・神谷 駿文 (かみや しゅんや)   

・東海学園高校卒 / 東海学園大学卒 / 藤枝 MYFC(J3) / FC 刈谷(東海 1 部)/  

（JFA 公認 C 級コーチライセンス） 

 

GK コーチ 

・園田 友彦（そのだ ともひこ） 

・習志野高校卒 / 阪南大学卒 / デンソーサッカー部 （JFL）/ FC 刈谷（東海 1 部） 

 ・指導歴 FC 刈谷 / 三好高校 / 愛知県 GK プロジェクト 

 

サポートコーチ 

・ブリンカールサッカースクールコーチ 



お名前

お名前(フリガナ)

〒

メールアドレス(はっきりと明記下さい)

連絡先（電話番号）

生年月日

ポジション

身長/体重/血液型 例）160cm/50kg/Ｏ型

利き足/足のサイズ

例）○○FC/△△小学校/××中学校（予定）

保護者氏名/印 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　㊞

例）父：○○cm・サッカー / 母：△△cm・バレーボール

50M走タイム 例）8.5秒

第1希望チーム：

第2希望チーム：

第3希望チーム：

例）2021年　○○選抜 　　2021年　△△大会　準優勝・得点王

アピールポイント（ストロングポイント・志

望理由）

メモ：(アレルギー・病歴等/伝えておきたい

情報/質問事項等)

申込書受理者【　　　　　】 受理日【2022年　　月　　日】　 №【　　　】 

◎所属少年団・クラブチームの代表者または監督に、セレクションに参加することを連絡して、確認のサインをも

らってください。(※現在、無所属の場合は代表者の記名及び捺印欄は空白でかまいません。)

代表者または監督の氏名/印　　　　　　　　　　　　　　         　　　　㊞

　※ご記入頂きました個人情報は、FCブリンカール安城セレクションに伴う活動以外での目的で使用致しません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　事務局使用欄　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・

23年度　FCブリンカール安城  セレクション参加申込書

住所

現所属チーム/所属小学校/進学予定中学校

保護者身長/保護者スポーツ歴

(※任意)

ジュニアユース希望チーム

(※合否に影響ありません)

選抜歴・戦績


