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会員各位
20220403

2022 ヴェルディ SS 相模原
新体制スタッフのお知らせ！
◆ 相模原北公園グランド
ジュニスクール・ジュニアユース・ユース・オトサカスクール・ウォーキングサッカースクール
2022/4～

(内はサブ候補)

◆ 2022 スタッフ役職！
代表

土持功

副代表

Kiyomi

アドバイザー

祖母井秀隆

育成指導部

齋藤智浩

広報

Kiyomi

HP 他

齋藤智浩

審判部

齋藤智浩

記録

Kiyomi

荻原秀人

片野選手

〈指導部〉
アドバイザー

祖母井秀隆

齋藤智浩

U 18 担当スタッフ: 祖母井秀隆

齋藤智浩

土持龍一

U 15 担当スタッフ: 土持龍一

瓜島大洋

内田颯太

U 12 担当スタッフ: 土持龍一

瓜島大洋

内田颯太

U 10 担当スタッフ: 瓜島大洋

土持龍一

園児担当責任者

: 土持龍一

瓜島大洋

瓜島大洋

内田颯太

内田颯太

「祖母井さんヤンチャな親分の匂いがする！」
市川崑監督映画

青春に出演した頃の祖母井氏 17 歳時だそうです。よくこんな懐かしい写真保存していま

したね。デジタルカメラの時代じゃないのに？
実は若い頃の私の写真を私よりなぜか多く持ってるんですよ。でも忘れえ vb ていたあの頃の写真を見ると
あの時代に戻ってしまうのです。

■ 相模原北公園活動
2022/4/7～

【活動責任者】
(内はサブ候補)

火曜日

【齋藤智浩

内田颯太】

水曜日

【祖母井秀隆

仁田

木曜日

【T.ryu.

孝】

瓜島大洋】
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金曜日

【T.ryu. 瓜島大洋

内田颯太】

土日祝

ユース

【祖母井秀隆】
(T.ryu.)(仁田孝) (瓜島大洋)

ジュニアユース

【T.ryu. 瓜島大洋】

(仁田孝)

ジュニアスクール

【T.ryu. 瓜島大洋】

(仁田孝)

■火曜日

【齋藤智浩

内田颯太】

17:30～19:00

1-6 年スクール

17:30～19:30

U18～U13

フィジカル中心日

■水曜日
【祖母井秀隆
17:30～19:00

仁田

孝

T.ryu.

瓜島大洋】

1-6 年スクール

19:00～20:30

前田 GKTR

18:30～20:30

U14＋U12

19:00～21:00.

U18＋U15
50WSS～40 オトサカ

■木曜日.
17:30～19:00

【T.ryu.

瓜島大洋】

1-6 年スクール

(注意)
木曜日以外が中止になった場合や個人的トレーニングがあれば全学年は自主練習をしに来て構いません！

■金曜日

【T.ryu. 瓜島大洋

17:30～19:00

1-6 年スクール

17:30～19:20

U18～U13

内田颯太】

■【土曜日】
土曜日は基本的にジュニアユース公式戦を入れるようユース連盟と詳細調整を実施して臨むこと。龍一、
颯太、萩原 REF、片野 REF＆メンバー表管理運営。
※その他、ユース卒業生
藤瀬氏がサポート予定ですので龍は打ち合せしてください。
岩田和也(登録番号 R010595033)選手くんあたりで公式戦担当が可能。
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■【日曜日】
日曜日は基本的にユース公式戦を入れるようジュニアユース連盟と詳細調整を実施して臨んでください。
龍一、颯太、萩原 REF、片野 REF＆メンバー表管理運営。
平日スタッフ的に OK であれば土日は龍、大洋、萩原、颯太、片野、前田、杉浦、その他ユース選手くん
あたりで公式戦担当が可能だと思うのですが。

「会員各位」
皆さんいつも大変お世話なっております。
クラブも 1 月から 4 月が最も多忙な時期ですが、皆さんは春休みお元気でお過ごし致しましたか？
私ども全スタッフお子さんはじめ保護者とお会いすることを心待ちにしております。
先にご紹介いたしましたが、祖母井秀隆(日本サッカー界のカリスマ指導者)

相模原支部指導兼アドバイ

ザー(現淑徳大学サッカー部監督)・齋藤智浩コーチ(現淑徳大学サッカー部 HD コーチ)を筆頭に若手スタ
ッフとサポート指導をしていただけますのでご安心ください。
祖母井氏の元へ全国から多くの指導者が勉強に来るほどの人物です。
現ユース 3 年の松井キャプテン、藤瀬副キャプテンが 4 月からお世話になる淑徳大学サッカー部(千葉県大
学サッカー1 部リーグ所属)の素晴らしいスタッフたちの元でプロ選手を目指すことになりました。
またこれを期に今後ユースチームと大学サッカー部との合同合宿などの強化も行う予定です。
選手みなさんにとって良い人間関係やコミニュケーションが生まれると思います。
この素晴らしい指導者たちが千葉県から時間とお金を掛けて相模原まで来ていただけるだけでも感謝の一
言です。3/15 から私は入院しております。そういったお子さん達にとってピンチを察して良い方向性を打
ち出し、自主的に多くの仲間達により応援サポート指導をして頂くこととなりました。
何卒、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

【祖母井秀隆プロフィール】
アドバイザーに「祖母井 秀隆氏」が就任。
4 月からお子さん達のため指導を開始いたします。
1951 年 兵庫県生まれ
1975 年 大学卒業後に読売サッカークラブに入団。その後、西ドイツに渡り、ドイツ 4 部リーグの BTS の
ノイ シュタント(BTS Neustadt)でプレーし、退団後、ケルン体育大学でコーチング学を学ぶ。
1995 年~ジェフユナイテッド市原千葉(当時、ジェフユナイテッド市原)の育成部長、
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1997 年~2006 年までゼネラルマネージャーに就任。ドイツ留学時に培った幅広い人脈を生かして、ヨーロ
ッパ からヤン・フェルシュライヱン、ニコラエ・ザムフィール、ズデンコ・ベルデニック。ジェセフ・ベ
ルグロシュ、 元日本代表監督イビチャ・オシム、アマル・オシムらを招聘した。
2007 年~フランスリーグ・アン所属、グルノーブル・フット 38 の GM に就任 1 年で 1 部昇格。
2010 年 12 月~京都サンガ F.C.の GM に就任。
2015 年~京都の育成部・普及部アドバイザーに就任。
2016 年 4 月~淑徳大学客員教授、サッカー部アドバイザー・監督として就任。
2015 から 2018 市原市のトータス、クレイン、元気館(老人ホーム)の企画部長
2015 から 2018 東邦大学の客員教授
2015 から 2016 順天堂大学の客員教授
2015 から現在 淑徳大学の客員教授
2018 年 1 月~2019 年 12 月まで VONDS 市原を運営する株式会社 VONDS 市原の代表取締役に就任し、
GM を 兼任。現在、淑徳大学サッカー部(千葉県学生サッカーリーグ 1 部)監督。
2022 年 1 月~ヴェルディサッカースクール相模原アドバイザーに就任。
https://www.city.ashiya.lg.jp/sports/yukari/ubagai.html
https://www.city.ashiya.lg.jp/sports/yukari/documents/ubagai.pdf
「イビチャ・オシムを日本代表監督に招聘し、...NHK プロフェッショナル サッカー界から出演した唯一
の世 界的に有名な人物!...とにかく“暖かい人”」
1975 年 大阪体育大学卒業後に読売サッカークラブ(現 VERDY の前身)で共にプレー。 練習後に「チャイ
とケーキ食べに行かへん?」声を掛けられ若い 20 代前半の若者が、女の子が主流の喫茶店で、みんなで
1~2 時間も談笑。「遅くなるとアパート泊まっていかへん?」...寒い日にドアを開けると 3 畳一間の アパー
トに小さな机がひとつ...なんでも一生懸命で前向きな心を垣間見ました。
祖母井さん布団あるの?... 「無いから二人で一緒に寝ようやと小さな布団で朝を迎える!」...そういった
出会いから 50 年が過ぎました。
オーストラリア代表 GK ご夫妻の希望でいっしょに京都旅行、大阪の食い倒れで餃子を腹いっぱい食べて
東名高 速バスの中で気持ち悪くなったことなども良い思い出です。
暖かい仲間との縁からユースチーム 3 年生が 4 月から淑徳大学サッカー(千葉県大学サッカー1 部リーグ)
へ特 待にて祖母井監督・斉藤コーチのもとでプロサッカー選手を目指すこととなりました。
大島幼稚園、津久井が丘幼稚園、北公園園児、大野台校園児・ジュニア~ユースチーム・一般社会人(オト
サカ スクール)・WSS(ウォーキングサッカースクール)。2 月から中学、高校生スクール開始予定ですが、
プレーや 将来の生き方から進路活動においてもお子さんにとって良いアドバイスをしてくれると思います
のでみなさん楽しみにしてください。
現在もヨーロッパ、ドイツ、オランダアヤックスはじめ祖母井人材バンクがサポートしてくれます。 育成
とは?...100 人~300 人の組織で本当の育成(試合に出なければ上手くならない)ができるはずが有りませ ん。
高校選手権で優勝しても身体はボロボロでプロに成れば故障の連続。その後は身体を壊してサッカー選
手を 諦める。祖母井さんといつも日本サッカー育成の有り方は大きな問題だよね!
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育成の原点に返ってジュニア~ユース~プロ選手への環境を作らなければと思い「プロ選手育成プロジェク
ト」を発足しました。
長い目で子供たちを観ること!
子供たちが大きな可能性を持っていることに気が付かない方たちに変わって、 これから祖母井さんがみな
さんの子供たちを私たちといっしょに観てくれます。
そしてコロナが明けたらドイツ・フランス・ヨーロッパへ選手チームと共に海外遠征に行こうよ！
そんな話が 2 年前の春には、ブラジル遠征どうすると現地とのやり取りを思い出す。病気を早く治して子
供達と一緒に夏休み頃に行けると良いのですが！
代表 土持 功

➖次のスタッフに続く➖

