報道関係者各位
2015 年 1 月 23 日
Real Madrid Fundacion Futbol Academy Okinawa Mainland
「レアルマドリード・ファンデーション・フットボールアカデミー沖縄校」
開校お知らせ
～2015 年 4 月 1 日、沖縄県石垣市発祥のレアルマドリード公式サッカースクールが
いよいよ沖縄本島進出～
一般社団法人グローバルフットボールマネジメント

サッカー、スペインリーグの強豪レアル・マドリード C.F.が設立した財団、レアル・マドリード財団
（Fundacion Real Madrid：以下レアル財団）とスクール事業に関するライセンス契約を締結している
一般社団法人グローバル・フットボール・マネジメント（代表：増田稿平）は、
「レアル・マドリード・
ファンデーション・フットボール・アカデミー沖縄校」を 4 月 1 日に開校いたします。
レアル財団は、世界 40 カ国以上に同様のスクールを約 80 校以上展開し、これまでに１万人以上の子
どもたちが受講しております。日本国内では、石垣校（石垣市）、横浜校（横浜市）
、名古屋校（豊田市）
、
千葉校（千葉市）
、東京足立校（足立区）の５校をすでに開講しており、合計で約 500 名のスクール生が
在籍しております。このたびの沖縄校開校に伴い、石垣校は沖縄校に統合され、「沖縄校石垣グランド」
へ変更となります。そのためスクール数に変更は御座いません。
当校は、各地を巡回する数日間のキャンプ方式の短期スクールではなく、年間を通して永続的に開校
する通学型の「常設スクール」です。既存の才能を短期間で発見するのではなく、地域に根差し、ゆっ
くりと時間をかけて才能を開花し育てるのが特徴です。開校する地域の発展、そこで暮らす子供たちの
成長、夢の実現など、この街に生まれて良かったと思える機会を提供することを目指しております。
また、スクール生から頂戴する受講料のうち 20 ユーロ（約 3000 円）を毎月レアル財団を通じて世界
の恵まれない国（アフリカ、中南米、アジアなど）のサッカー教室の運営資金に寄付させて頂いており、
その額は年間 1800 万円に上ります（2014 年実績）
。スクール生は、受講料を支払うことで、同時に世界
中に存在するサッカーを愛するの仲間たちへの支援（年間約 36000 円）を行っていることになります。
スクール生の数が増えるほど寄付の金額も多くなることから、今後も出来るだけ多くのスクール生にご
入校頂けるよう努力して参ります。
最後に、これまで 5 校を指導してきたレアルマドリード派遣コーチによると、沖縄県の子供たちは、
体幹が強く、バランスも良く、また素直で従順な性格など、スペインサッカーに順応する潜在能力は他
の地域をはるかに上回るとのことです。上から押し付ける指導ではなく、各自が持つ潜在能力を自ら引
き出す環境（メニューや雰囲気）を作るレアルマドリードの指導メソッドに是非ご期待下さい。

【レアル・マドリード・ファンデーション・フットボール・アカデミー沖縄校 運営要項】
■開校日

：2015 年 4 月 1 日（水）

■予定生徒数：合計 200 名程度 (先着順)
■対象性年齢：5 歳～15 歳(年中から中学２年生)の男子および女子
※当校は、サッカーに触れたことのない初心者も大歓迎です。
■練習場所 １、宜野湾市立グランド

宜野湾市真志喜３－２５－１

（または宜野湾市海浜公園多目的広場）
※市民の使用、大会、芝の養生など使用不可能な場合は、他のグランドで代替致します。
■練習スケジュール（2015 年４月１日現在）
クラス

： U6（保育園・幼稚園）
U8（小学１，２年）
U10（小学３，４年）
U12（小学５，６年）
U14（中学１，２年）

曜日時間 水曜日：石垣グランド (石垣校)

16:10-17:20 (U6&U8) / 17:30-18:40 (U10&U12&U14)

木曜日：宜野湾グランド

18:00-19:10 (U10)/ 19:20-20:30 (U12)

金曜日：宜野湾グランド

18:00-19:10 (U12)/ 19:20-20:30 (U14)

土曜日：宜野湾グランド

15:00-16:10 (U6) / 16:25-17:35 (U8) / 17:50-19:00 (U10)

日曜日：調整中

14:00-15:10 (U6) / 15:20-16:30 (U8)

※タイムテーブルに関しましては、現在宜野湾市などと最終協議中であり、今後の最終調整において、多少変更に
なることが御座います。その際は、ただちに修正リリースを致します。
■費用
【初期費用】
入会費

:10,000 円 (消費税別)

スポーツ安全保険 :800 円（消費税込）
ユニフォーム代

:9000 円 (消費税別) <シャツ、パンツ、ソックスのセット

レアルマドリードアカデミー公認>

【月額費用】
各学年共通

週 1 回コース

8,300 円 （練習月間 4 回）

週 2 回コース

13,300 円 （練習月間 8 回）

など

いずれも、消費税別
※上記は代表的なものです。詳しくは当校ホームページ等を御覧ください。

■指導者
・エグゼクティブヘッドコーチ（レアルマドリード派遣トレーナー）

Gorka Otaegui （ゴルカ・オテアギ）

スペインサッカー協会公認コーチレベル 3 S 級相当 2011 年取得
Deportivo en SD

Euskalduna

バスク地方の９０年以上の歴史を持つクラブのディレクター

各カテゴリーから 18 才以下のチームを指導。 バスク地方の一部リーグへ歴史あるクラブとして初めて昇格へと導
いた。
2005 年から当クラブで指導し、現在もアドバイザーとなっている。
2010 年 7 月から 2014 年 7 月
Real Sociedad (レアル・ソシエダ：リーガエスパニョーラ１部)のキャンプ等を、中心に指導
2013 年 10 月より Real Madrid CF（レアルマドリード）のコーチとして、キャンプ等を中心にメキシコなどで指導。
スペインサッカー協会公認
レベル 3 指導者講習会と指導実績を買われレアルマドリード・ファンデーション コーチになり現在に至る。

・統括ヘッドコーチ（日本統括）

二田水晶（ニタミズショウ）

2004 年 7 月 桐蔭浜大学法学部法律学科 卒業
2004 年 9 月～2005 年 8 月 ハリスコ州グアダラハラ自治州立大学外国人スペイン語科
＜選手歴＞
1998－2000 - SV ヴェルダーブレーメン U-18
2000－2001 - ユニオン６０ブレーメン
2004－2005 - メキシコ クラブ プロビデンシア
＜指導歴その他＞
2002.06 -FIFA World cup Korea Japan（ボランティア ）メディア対応 ドイツ語および英語
2004.08 – 2005.08 日墨学術交流（メキシコにてサッカー指導者交換留学）
2004.09 - 2005.07(E.N.D.I メキシコサッカー協会 指導ライセンス取得専門学校 グアダラハラ校
2004.11 -グアダラハラ LIGA CORDICA U-11 選抜チーム監督
2005.10-2008.11 –NPO 法人エスぺランササッカースクール横浜 コーチ兼スペイン語通訳
2008.12 –トヨタクラブワールドカップ クラブパチューカ 現地チームアシスタント
2009.04-2012.03 – BSC バディースポーツクラブ 選抜クラス コーチ
2012.09-2013.03 フットサルスクエア久里浜 コーチ

・沖縄校ヘッドコーチ

未定

決まり次第当校オフィシャルホームページにて開示致します。

■指導形態
当スクールは、レアル・マドリード・ファンデーションの長年の経験の蓄積により確立された指導メソッドに基づいて
指導いたします。当法人は、開校当初のみスペインから派遣コーチを招聘するのではなく、アカデミーの継続的な品
質向上のため、レアル・マドリード・ファンデーションの派遣コーチを日本に常駐させる契約を締結致しました。
日本人ヘッドコーチおよびサポーティングコーチは、レアル・マドリード・ファンデーションから派遣された派遣コーチに
より約 2 ヶ月間の集中的なコーチング指導を受けます。その後、レアル常勤派遣コーチは、全国のアカデミーを巡回
しながら指導レベルの維持向上に努めます。
コーチ１人につき指導出来る生徒数は１２名以下と義務付けていることから、目の行き届いた指導が出来るものと考
えております。
※当校は、日本サッカー協会に属するクラブチームではありませんので、サッカー協会主催の公式な対外試合など
を行うものではありませんが、地元チームやレアルマドリードアカデミー他校との交流戦、全国に点在する海外クラブ
系スクール（ＡＣミラン、アーセナル、バルセロナ、チェルシーなど）との親善試合やカップ大会を通じて、多くの実戦ト
レーニングを行います。
■指導コンセプト
１、サッカーは楽しむもの・・・厳しさを我慢する忍耐力を養ったり人格形成する「手段」ではない。それは結果。
２、サッカーはチームスポーツ・・・キッズ世代にありがちなドリブルだけの個人技に頼らない。
３、個人技の練習は自分でやる・・・せっかく個性が集まる全体練習で個人技の練習をするのはナンセンス。
４、やたら教え過ぎない・・・指導者が上からの目線で教え過ぎると、子どもたちは自分で考える力を失う。
５、状況判断能力を鍛える・・・知識や知恵ではなく、状況判断する多様なシチュエーションを「経験」させる。
６、国際感覚を身に着ける・・・スペイン語習得や海外遠征など、海外クラブならではの経験をさせる。
７、周囲のサポートに感謝する・・・一流選手は人間としても一流。親や周囲の人に感謝することを忘れない。
８、レアルマドリードメソッドを純粋に体現する・・・日本人のコーチのコピーを作るのではなく、育つ「環境」を作る。
詳しくは、当校ホームページ 運営理念を御覧ください。http://gfm-real.com/pdf/rinen.pdf
■入校申込
1、無料体験会にて配布致しますキットの中に申込書が御座います。同封の封筒に入れて郵送下さい。
２、レアルマドリードアカデミーホームページ(http://gfm-real.com)の沖縄本島アカデミー「生徒募集」のページに申
込用紙ダウンロードが御座います。こちらを印刷しご記入頂くことも出来ます。
※上記以外の場合、ホームページの『お問い合せはこちら』より、申込書希望とご記入の上、住所・氏名・年齢をお
知らせ下さい。即日発送致します。
必要事項ご記入後、申込書に記載の下記住所までお送り下さい。
〒120-0004 東京都足立区東綾瀬 3－10－3－713
レアルマドリードフットボールアカデミー事務局 宛
問合せ電話番号：03-6679-2254

■募集期間（初回）
先着順 2015 年２月１1 日～2015 年 3 月 31 日 （申込用紙必着＆初期費用振込手続き完了）
その後、空き状況に伴い、随時募集を行います。
■最小催行人員および募集人員上限
1 クラスが 8 名に満たない場合は、当該クラスの実施を見送ることが御座います。予めご了承下さい。
また、1 クラスの応募人数が 24 名を超えた場合は、募集を締切らせて頂きますので、合わせてご了承下さい。
■開校までのスケジュール
１月２３日 （木）

（詳しい時間や場所はホームページに掲載致します）

プレスリリース

(２２日より２５日まで代表およびレアル派遣コーチが来沖)

２月１１日 （水） 入校受付開始（先着順）
２月１２日 （木） 記者会見 １０時３０分（宜野湾市長、レアル派遣コーチ出席）
宜野湾市役所庁議室 参加自由
２月１２日 （木）１７時～第一回無料体験会＆保護者説明会 （レアル派遣コーチ出席） 宜野湾市立グランド
２月１３日 (金) １７時～第二回無料体験会＆保護者説明会 （レアル派遣コーチ出席） 宜野湾市立グランド
２月１４日 （土）１５時～第三回無料体験会＆保護者説明会 （レアル派遣コーチ出席） 宜野湾市立グランド
２月１５日 （日）１４時～第四回無料体験会＆保護者説明会 （レアル派遣コーチ出席） 宜野湾市立長田小学校
※無料体験会＆保護者説明会の会場は未定。お申込み頂いた方に直接お知らせ致します。
状況により、3 月も無料体験会および保護者説明会を追加設定致します。確定し次第当校オフィシャルホームペー
ジにて公表致します。
４月 ２日 （木）

17:00～１7:30 入校式

宜野湾市立グランド

（ユニフォーム配布、入校生全員参加可、ユニフォームにて写真撮影）
※入校式に出席できなかった方には、初回練習時にユニフォームをお渡しします。
18:00 より第一回目の通常練習となります。
■画像の使用について
上記の問合せにご連絡頂ければ、レアルマドリード財団により許可されている選手、スタジアム、マドリードキャンパス
などの現地画像、および当アカデミーの練習風景等の下のような画像を即時にお送り致します。また、当アカデミー
のオフィシャルホームページに掲載されている画像（Ｐｈｏｔｏ Ｇａｌｌｅｒｙ等）は全て使用して問題ありません。

▼この件に関するプレスの方からのお問い合わせ先▼
一般社団法人 グローバル・フットボール・マネジメント
E-mail
電話

info@gfm-real.com （24 時間受付）
03-6679-2254

詳しくは、レアル・マドリード・ファンデーション・フットボール・アカデミー
オフィシャルホームページ http://gfm-real.com をご参照下さい。
■参考資料
１， 欧州クラブチーム系常設スクールの現状について
海外、特に欧州で活躍する日本人サッカー選手が増える中、欧州の有名なプロサッカークラブが常設スクールを
相次ぎ日本で開校させています。目的は全てのスクールが同じというわけではありませんが、海外クラブチームのテ
レビ放映（ＷＯＷＯＷではスペインリーグの全試合が視聴可能）が増え、日本代表に占める海外組の割合が増加し
続けていることから、子供たちの志向も海外志向化しており、この流れは今後一層強くなっていくものと思われます。
これまでは、ある程度の年齢に達した極一部の有能な選手のみが海外に移籍できるだけでしたが、今後は、幼少期
より世界のトップレベルのノウハウと発想を経験出来るようになります。レアルマドリードにおいても、中井卓大くん（10
歳）が当レアル財団の日本国内キャンプでその才能を見出され、マドリードでのキャンプへ参加、世界各国から有能
な人材が集まる同キャンプでも高い評価を得て、見事にレアルマドリード下部組織（カンテラ）への入団が決まりまし
た。この世代が J リーグや日本代表として活躍する頃には、日本の世界におけるポジショニングは大きく変化している
かもしれません。
また、既にこれらの海外系スクール間での連携も始まっており、当アカデミーは、愛知県小牧市の AC ミランスクー
ルと昨年 12 月 1 日に合同練習＆親善試合を行いました（写真１）。また、昨年 5 月 5 日には愛知県小牧市におい
て、レアルマドリード、バルセロナ、AC ミラン、チェルシーなどの各スクールが参加する 『こども夢・チャレンジカップ：
小牧市長杯』が開催されました。今後も、海外クラブ系の常設スクールをますます発展させ、日本のこども世代に多
様な選択肢を提供し、日本サッカーの今後の飛躍的な発展に貢献出来ることを期待しています。

------------------------------------------------------------------------------【主な欧州系常設スクール】(2015 年１月現在)
スペイン

イタリア
イングランド
ドイツ

レアル・マドリード

（沖縄石垣市、神奈川横浜市、愛知豊田市、千葉市、東京足立区）

バロセロナ

（福岡）

バレンシア

（兵庫、大阪）

AC ミラン

（愛知・大分・石川）

インテル

（代々木、相模原、長野）

チェルシー

（八王子、多摩センター）

リバプール

（千葉、神奈川）

バイエルン・ミュンヘン

（広島）

ドルトムント

（渋谷区・新宿区）

写真１：１２月１日に開催された AC ミランスクール VS レアルマドリードアカデミーの交流試合。トップチームと
同じユニフォームで夢の対決が実現しました。

写真２：１月３０日に開催された記者会見

写真３：『こども夢・チャレンジカップ：小牧市長杯』

以上

