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ＳＡＮＸＴＵＳ Ｕ－１５



『ＳＡＮＸＴＵＳ』は、ラテン語で虹を意味する『ＳＡＮＣＴＵＳ』から取りました。

誰もがそれを観て笑顔になり、心に“温かみ”を与えてくれる虹。

しかし、綺麗な虹を架けるためには、雨を乗り越え、光を浴びなければなりません。

決して簡単には手にできない“輝き”を掴むために、力強く進んでいきたい！

という思いを込めて名付けました。

【由来】

今の自分を超えて、その先へ



我々のクラブ理念である、「今の自分を超えて、その先へ」という精神を持ち続け

攻守にわたり、勇敢にプレーできる 【 超 Action Football 】 を追求する。

【ＳＡＮＸＴＵＳ FOOTBALL】
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自立 【人間力】

人間力の向上が選手としての成長に繋がる。

チームという枠の中で個性を伸ばす。



【一貫指導・練習会場】

Ｕ－１５

サッカースクール

・BASIC久留米

・スポルバ新宮

・雁ノ巣

レクリエーションセンター

《ジュニア》

《キッズ》

意図的なプレーを伝える
偶然ではなく、意図的な成功体験を増やす

サッカーの楽しさを伝える
たくさんボールに触れる

考えさせながら育てる
ユース世代で活躍するために、一人一人の個性を育てる

積極的なプレーを育てる
勇敢に仕掛ける事ができる選手を育てる



【ＳＡＮＸＴＵＳ ゲームモデル攻撃】
【攻撃】

1.ゴールへの近道(①背後 ②ライン突破 ③ビルドアップ)を共有し、プレーする。

2.常にゴールを意識した中でボールを大切に保持する。

3.大切にボール保持をするため、相手をピン留めできるポジショニングの確保。

4.コートを幅広く使いながらも縦パスを打てるチャンスを逃さない。

5.縦パスを共有し、その先では必ず近い距離で前向きのサポートを作る。

6.個人で前を向く意識と技術を持ち、積極的に仕掛けていく。

7.前向きの味方に対しては、必ず追い越しの動きをつけ、前で+1を作る。

8.クロスランニングや1タッチプレーを含み、流動的かつ躍動感のある動きをつける。

9.シュートレンジを広く持ち、積極的にミドルシュートを狙う。

10.アタッキングサードでは、迫力を持って勇敢にチャレンジする。

【攻撃→守備】

1.攻撃をしている間にリスク管理をして、カウンターを打たせないための準備を整える。

2.奪われてからではなく、奪われそうだ！の時点で守備の一歩目を踏み出す。

3.攻→守の切替を早くし、1st DFが相手の攻撃の近道を消しながら、ボールを奪いにいく。

4.2nd DFや 続く 3rd DFが連動し、相手を囲い込み、逃げ場をなくし、ボールを奪いきる。

5.ロングボールに逃げる相手の選択を DFラインでは相手FWを縦で挟んでボールを奪い、また攻撃へ移る。



【ＳＡＮＸＴＵＳ ゲームモデル守備】

【守備】

1.高い位置から全力でボールを奪いにいく。

2.1人1人が3度追いを基本とし、球際の強度を高めてタフにプレーする。

3.ボールサイドコンパクトを徹底し、奪い所を明確にする。

4.2nd DF 又は3rd DFが前向きにインターセプトができる奪い方を狙い、連動する。

5.自分のラインをボールが越えた後は、必ずプレスバックをして、相手を囲い込む。

6.ロングボールに対する1stコンタクトに拘る。

7.2ndボール回収の意識を含め、常に状況予測をした中で相手より早く守備の一歩を切る。

8.予測コーチングを含め、コミュニケーションを取り続け、相手に隙を与えない。

9.フルピッチでチームのために必ず身体を張る。

10.毎試合失点０に拘る。

【守備→攻撃】

1.守備をしながらも、常にカウンター攻撃への意識を持つ。

2.守→攻への切替を早くし、ゴールへの近道を最優先に狙う。

3.速攻と遅攻を状況判断のもと使い分ける。



【スケジュール】

OFF

フィジカルトレーニング 19:00 – 21:00 @雁ノ巣多目的Ａグラウンド

戦術トレーニング 19:00 – 21:00 @雁ノ巣球技場Ｅグラウンド

OFF

ゲームトレーニング 19:00 – 21:00 @雁ノ巣球技場Ｅグラウンド

試合 or トレーニング

試合 or トレーニング

月

木

火

水

金

土

日



【費 用】

月会費 10,000円(税込)
入会金 5,000円(税込)
年会費 12,000円(税込)
ウェア 65,000円前後(税込) 4月配布分 春夏16点セット

35,000円前後(税込) 10月配布分 秋冬4点セット

※年に2～3回の合宿を予定 (30,000円～40,000円/回)
土・日曜日の遠征やイベントへの参加につき、別途参加費やバス送迎代が必要となります。

海外遠征
遠征先 ： スペイン 期間 : １週間前後
費 用 ： 約250,000円 ～ 300,000円（税込）
※分割払い有り



SANXTUS 様  ◆ユニフォーム FP HOME◆

※デザイン画はイメージです。 実際の商品とは異なる場合がございます。

Created date 2021.1.6

UAS8902B  / YEL 
本体価格￥1,600+税

UQS6800P / YL01
本体価格￥3,300+税

F
U
K
U
O
K
A

別註ユニフォーム
本体価格￥10,000+税









SANXTUS 様  ◆インナーシャツ(長袖)◆

※デザイン画はイメージです。 実際の商品とは異なる場合がございます。

インナーシャツ ( 長袖 )　 UAS9300   ￥4,000＋税

Created date 2021.1.6

YELFP MREDFP

ORGGK

CLBUGK

TUQGK





SANXTUS 様  ◆ポロシャツ/ハーフパンツ/ピステ◆

※デザイン画はイメージです。 実際の商品とは異なる場合がございます。

Created date 2021.1.6

ポロシャツ       UBS7601   ￥3,900＋税

ハーフパンツ   UAS2151P  ￥5,900＋税

NVY/NVY NVRD/NVY

ピステト ッ プ　 UBA4040   ￥4,600＋税

ピステパンツ　 UBA4040P  ￥4,900＋税







【コーチ紹介】

代表・監督 松岡康暢

ガンバ大阪～ロアッソ熊本

～V・ファーレン長崎

コーチ 松澤憲伸

大阪体育大学～スペイン3部

～オーストリア3部

コーチ 進郁人

香椎第一中～博多高校～九州共立大学

コーチ 松永晟弥

サガン鳥栖U-15～鹿児島城西高校

～久留米大学

GKコーチ 暁龍也

アビスパJr.ユース～アビスパユース

～関西国際大学

コーチ 上野瑛史

筑陽高校～東海大学熊本～スペイン４部













１１月１１日

入会申込締切

１１月１７日

体験会 or

セレクション

トレーニング

参加可能

＞＞＞＞＞＞＞＞

２０２２年４月

２期生始動


