サークル部門案内

総合型地域スポーツクラブ
トレイルウォーキング

笑いヨガ ワハハ

ロードランニング アゲイン

トライアスロン

７０代メンバーから３０代と思わ
れるメンバーまで２０名弱。休日
に紀三井寺公園周辺で走って
います。出るからには、入賞目
指し頑張っています。一所懸命
に楽しんで走りませんか！
連絡先 奥 倫明

究極のスポーツで体力の限
界にチャレンジしよう！ そ
の先に広がる世界の素晴ら
しさは体験した者だけが知
る。

野山をハイキングして、一緒
に森林浴を楽しみましょう。
参加者の予定に合わせて不
定期開催。実施案内は クラ
ブのＨＰに掲載。

「笑い」と「ヨガの呼吸法」を
組み合わせた本場インド発
祥の笑いの体操。月１回土曜
日１９時から海南スポーツセ
ンターで開催。

連絡先 木下 憲治
☎０９０-４６４２-０５１４

連絡先 小池 弘起
☎０９０-７４９５-４５７１

連絡先 岡本 未登利
☎０９０-９８７９-８００７

☎０９０-１４８２-９７４７

バレンシアＣＦオフィシャルアカデミー和歌山校
夢の先の世界へ

Te inspiramos (私たちが君をインスパイアする)

バレンシアＣＦオフィシャルアカデミーとは
グローバルな視点を持って広く深くサッカーを追い求めようとするプレーヤーを育成し、併せてそのために必要な人格の
陶冶を促す。
⚽UEFA PRO（ヨーロッパサッカー連盟・スペインサッカー連盟最高位のライセンス）の資格を持つ中谷吉男のプロデュースによる、
スペイン有数の名門クラブであるバレンシアＣＦの公認アカデミー
⚽プレーヤーの力を１００％引き出す “異次元” のスペイン式トレーニング・メソッド
常に相手がいる状況でトレーニング

攻守の切り替えが連続するトレーニング

仲間と連携する力を養うトレーニング

高い集中力の持続が必要なトレーニング

２０２２年度の活動
⚽会場

海南スポーツセンター

⚽開講クラス
クラス

主な対象学年

活動日・時間帯

月額活動会費（税込）

年間登録費（税込）

Ｕ－８

小学１・２年生

火曜日 17:30～18:30

月５,５００円

・登録初年度＝入会金

Ｕ－１０

小学３・４年生

火曜日 17:30～19:00

月６,６００円

Ｕ－１２

小学５・６年生

水曜日 17:30～19:00

月７,７００円

１６,５００円
・登録２年次以降
1１,000 円

※現在所属しているチームに選手登録したままで、当アカデミーに加入できます。

２０２２年度スタッフ(予定)
ゼネラルダイレクター ： 中谷吉男（バレンシアＣＦアカデミージャパン DIRECTOR）
UEFA PRO（ヨーロッパサッカー連盟・スペインサッカー連盟最高位のライセンス）
スクールマスター ： 奥野修造（ソラティオーラ和歌山理事長兼任） 日本サッカー協会Ｃ級コーチ
ヘッドコーチ ： 奥野昌紀（ソラティオーラ和歌山副理事長兼任） 日本サッカー協会Ａ級コーチ
コーチ ： 坂本尚平

日本サッカー協会Ａ級コーチ

西林隼（バレンシアＣＦアカデミー和歌山 U-15 監督兼任） 日本サッカー協会Ｃ級コーチ
東海直樹（海南 FC ジュニア監督兼任） 日本サッカー協会Ｃ級コーチ

会費等
⚽年間登録費/月額活動会費＝上の表のとおり
⚽アカデミー指定のウェアを購入、着用する

Solatiora Wakayama
Since1971

２０２２年度クラブ案内

ソラティオ―ラとは

ソラティオ―ラのミッション

「総合型地域スポーツクラブ ソラティオーラ和歌山」は、１９７１年
創設の「海南フットボール・クラブ（ＫＦＣ）」を母体に、郷土和歌
山を愛する人なら、誰でも参加でき、会員が主体的に運営して
いくスポーツクラブを夢見て、２００５年にスタート！

１．誰でも参加できるヨーロッパ型総合スポーツクラブの創設
２．クラブの中から、日本を代表し、世界に通用する選手を育成
３．会員ならいつでもスポーツを楽しめる、クラブの専用施設を
建設

バレンシア CF
アカデミー和歌山 U-15

中学生男子

2022 年度新設。県内初の海外クラブ公認チーム。バレ
ンシアＣＦのエンブレムを胸につけて、世界へ飛び出して
いく強い意欲と意志を持ったプレーヤーのためのチーム。

一般女子/中学生女子

県下で最初に結成された一般女子のためのチーム。中学
生以上の女子で編成。県内大会で優勝多数。２０１５わか
やま国体県選抜の中核を担った。シャウトの育成チーム
として、2016 年にＵ-１５をスタート。初心者も大歓迎。
関西女子サッカー・リーグ２部に所属。
シャウト/シャウト U-15（同じ）
火 19：00～21：00 海南スポーツセンター他
水 19：00～21：00 海南市民グラウンド他
土・日 １１：４０～13：00 屋上スポーツ広場他
シャウト U-１５
U-15 を主体とした練習・ゲームを随時実施。

海南 FC

一般男子

活動会費：月８,３００円

※年間登録費 １４,４００円

活動会費：年 30,000 円

小学４～６年生

スペイン式トレーニング・メソッドで「世界基準」をめざす。
世界に飛び出す意欲のある人のためのチーム。
水曜日は、バレンシアＣＦオフィシャルアカデミー和歌山
校の活動に参加。
火 19:15～20：45
水 17：30～19：00
土・日 9：30～11：00
屋上スポーツ広場、海南スポーツセンター他
活動会費：月 8,３０0 円

生活の中にサッカーを根付かせ楽しむ、クラブの基盤と
なるチーム。クラブ会員であることを心から誇りに思える
社会人のためのチーム。
県社会人サッカー連盟に加盟して活動。
希望者により練習を行う。
活動会費：年 15,000 円

活動会費：月５,000 円

水・土 19：00～21：00 海南スポーツセンター他
日 試合

KFC ジュニア

39 歳以下男子

一生懸命、全力でサッカーを楽しみたいプレーヤーのため
のチーム。土・日曜日を含む週３回参加もＯＫだが、全ての
活動に参加できるメンバーを中心にチームを編成する。

県１部リーグ２１回優勝。国体本大会出場、天皇杯２回
戦進出の実績。2016 全国クラブチーム選手権全国
第３位。選手はトップチームの自覚を持って活動（練習
参加）する責任を負う。

活動会費：月２,000 円

SOLATIORA

小学５・６年生

火・木 19：00～21：00 土・日 9：００～10:20
屋上スポーツ広場、海南スポーツセンター他

火・木 1９：１５～２０：４５ 海南市内会場他
土・日 10：20～11：40 屋上スポーツ広場他

シャウト/シャウト U-１５

ソラティオ―ラ U-12

GIOCOSO

※年間登録費 １４,４００円

４０歳以上男子

サッカースクール A

小学３・４年生

サッカーのイメージをふくらまそう。サッカーの基本戦術
を理解しよう。３年生は週２回、４年生は週３回活動。
学年が進むにつれて少しずつチーム活動の性格が強く
なっていく。
【４年生】水 １９：００～21：00 土・日 9：０0～１０：２０
屋上スポーツ広場他
【３年生】土・日 １０：２０～11：40 屋上スポーツ広場他
活動会費：
【４年生】 月 3,000 円
【３年生】 月 2,000 円

サッカーへの情熱とクラブ愛にあふれる大人のための
チーム。シニア・リーグ優勝２回。
シニア４０・５０サッカー・リーグに参加。
定期練習なし。
活動会費：４０歳代
年 10,000 円
５０歳以上 年 15,000 円

エンジェルス

サッカースクール B

県下初のクラブユースチーム。将来につなげるため、正確な基本プレーと
チームの規律を徹底的に指導する。「ＪＡカップ」優勝３回。
2020 県 3 種リーグ 1 部＆クラブユース選手権優勝。
水・木 19：00～21：00
土・日 11：40～13：00
屋上スポーツ広場、海南スポーツセンター他
活動会費：月５,000 円

小学１・２年生

中学生男子

キッズスクール

未就学児

ボール扱いの基本スキルを身につけよう。
仲間といっしょに、少人数でのゲームを楽しもう！

思いっきり体を動かして、ボールとなかよしになろう。
「サッカーって、楽しい！」

土曜日 9：０0～10：２０ 屋上スポーツ広場他

土曜日 10：30～11：30

活動会費：月 1,000 円

活動会費：月 500 円

屋上スポーツ広場他
※年間登録費不要

※小学生以上は、「クラブ会員年間登録費」1 家族＝年 10,000 円が別途必要です。（＊規定のカテゴリー以外）
※お問い合わせは、ＮＰＯ法人ソラティオーラ和歌山 理事長 奥野修造 （090-5242-0646）までお願いします。

