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まず、はじめに、プロサッカー選手を目指すということを理解する。 
 

アカデミーで最も重要視していることは、ただプロ契約が出来れば良いということではなく、 

「プロサッカー選手にふさわしい人間になること」が目的ということです。 

 

海外サッカーの選択肢が増えてきた昨今では、様々な留学斡旋会社やトライアウトサポート会社が増え、選手を多様なネット

ワークで海外リーグに契約させることができるようになってきました。 

とても素晴らしい事なのですが、「それだけ」で終わってしまっているケースが多い事をアカデミーでは危惧しています。 

 

仕事柄、プロの世界に片足を踏み入れた選手に出会うことが多々あります。 

そういった選手のほとんどは、何シーズンかリーグで戦い終え、プレーするチームがなくなり、 

「もうしょうがないから仕事するしかないか。結果が出ないならやめたほうがいいか。」 

などと、自分の人生の目標にしていたプロサッカー選手になったはずなのに、 

生き生きとした人生を送れていないような印象を受けます。―――それはなぜでしょうか。 

 

私は「プロサッカー選手にふさわしい人間」になる前に、 

技術的なサッカーのテストに『ただ合格』してしまったからなのだと考えます。 

日本の中学校や高校,大学，クラブのセレクションに合格するのと同じ感覚で、受かってしまったから･･･。 

 

では「プロサッカー選手にふさわしい人間」とは何なのか・・・。 

 

目標に向かって小さな成功を積み重ねられる人間。成長し続けられる人間。 

感謝ができる人間。ブレないメンタルを持つ人間。 

プロサッカー選手を「職業」と理解している人間。信念を持つ人間･･･。 

サッカーを通じて人生を邁進する「人間力」を身に着けた人間。 

 

アカデミーでは、そのようなプロアスリートとしての力を持った人間になるための準備をします。 

プロアスリートにふさわしい要素を培わずして、プロサッカー選手として、 

またプレイヤーが終わった後の一人の人間として、自分の人生をしっかりと歩むことは困難だと考えるからです。 

 

プロサッカー選手になる!! そのモチベーションは絶対に必要ですが、 

自分が今「プロサッカー選手に相応しい自分なのか」 

そういった、自分と向き合う準備の時間も必要だと感じているのです。                  

 

FTA  宝槻 慶仁 
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Ｆｏｏｔｂａｌｌ Ｔｒｙｏｕｔ Ａｃａｄｅｍｙ（ＦＴＡ）とは 

 

 

 

●海外サッカートライアウト,プロテスト,サッカー留学など、サッカーで上を目指す目標がある選手

たちが集まるサッカートレーニングアカデミー 

 

 

●国内サッカーの環境では触れられない、プロサッカー選手に必要な要素を学べるのが特徴 

 

 

●週 6日（すべて人工芝）のトレーニングでみっちり鍛えられる 

 

 

●指導者は幾人ものアマチュア選手を鍛え上げ、6大陸全てにプロ契約選手を輩出した 

 

 

●サッカートレーニング以外にも、メンタル・フィジカル・食事・進路の専門講師がいる 

 

 

●専門講師の講義は月に 1回のペースで開催される 

 

 

●都リーグに所属しているパートナークラブのおかげで、公式戦・練習試合が確保されている 

 

 

●海外で契約したＯＢたちとシーズンオフに一緒にトレーニングができる 

 

 

●海外で契約したＯＢ達やその進路でお世話になった方々のネットワークにより、多種多様なプロ

への選択肢がある 
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【アカデミーで学べること】～日本サッカー界では伝えてもらえない本質～ 

 

国内サッカーの環境は“プロを育成する環境ではない” 

日本の育成年代では、各年代で「チームが勝つこと」を重要視するために、選手一人一人がサッカーの本質を理解せずにチー

ムのパーツとしての役割を担ってきてしまうことがしばしば見受けられます。 

高校サッカー選手権やクラブユース選手権など、育成年代の大会がここまでお祭り騒ぎになるサッカーの環境は、世界レベ

ルのサッカーと比べると特異体質といわざるを得ません。 

アカデミーではそういった、育成年代で学ぶべきサッカーの基本を学びなおせます。 

 

日本ではプロを目指せているようで目指せていない 

前述の内容に似ていますが、日本のプロ以下のカテゴリーでは「チームの結果を重要視する」あまり、プロ選手として必要な

要素を学ぶよりも、どうやったらレギュラーになれるか？を最重要視してしまい、一人の選手としての商品価値に磨きをか

けるより、監督にどう評価されるか？を気にし過ぎてしまいます。 

そのため、国内の育成年代の選手たちは「所属チームで活躍すること」＝「プロを目指している」ことと勘違いしていることが

多くなってしまいます。 

アカデミーでは、純粋にプロ選手になる為に必要な要素を身に付けられる環境が整っています。 

 

積極的なトライをし、ミスをしないトレーニングでは上手くなれない 

前述のように、「チームが勝つこと」を重要視すると、『ミスをなくすこと』や『出来ることに磨きをかけていくこと』が大事にな

ってきます。チームが勝つためには大事なことかもしれませんが、それはプロのカテゴリーで重要視することです。 

アカデミーに来る選手はプロ選手になるために成長・進化は必要不可欠です。 

成長とは「できないことができるようになること」、「昨日の自分より進化すること」です。 

アカデミーでは、「成長するためのトレーニング」を実施しています。 

 

Ｊリーガーになりたい！・・・どうやって？？ 

日本で育ったからには「Ｊリーガーになりたい!!」と思うことはごく普通の考えだと思います。 

しかし、日本では「どうプロになるのか？」という情報が手に入りにくく、高校から大学，大学から社会人，関東リーグからＪＦ

Ｌ，ＪＦＬから J3というように、日本の枠組みの中だけでＪリーガーを目指してしまうことがほとんどです。 

アカデミーでは自分の現在地を認識し、どうプロ選手として進んでいけるのか、「現実を知れる環境」が整っています。 

 

プロサッカー選手としての本当のステップアップの仕方 

現代ではプロを目指す選手達の視野は世界に向けられ、海外留学やトライアウトも珍しい話ではなくなってきました。しかし、

珍しくなくなったからと言って、各選手たちが海外事情を把握しているとなるとそうではないのが事実です。イギリス，イタ

リア，スペインなど、華やかな国の留学やトライアウトの宣伝が出回っていますが、そこに魅力を感じていたら黄色信号です。 

アカデミーでは、どうやってプロ選手として「ステップアップしていくのか？」を現実的にお伝えしています。 
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【選手をプロ契約へと導く,技術・食事・メンタルフィジカル・進路のプロ講師陣】 

                                             

 

 

 

 

何人もの花開かぬアマチュア選手たちをプロの道へと導いたブラジル流の「プロ選手育成理論」.世界 6大陸にプロ契約選手を輩出。 

FTA代表 兼 ヘッドコーチ  宝槻 慶仁 

選手歴   国士舘高校（関東大会、インターハイ、全国高校選手県東京都予選優勝・全国大会出場）→専修大学体育会サッカー部 

指導歴   専修大学コーチ、COERVERコーチングサッカースクールアシスタントコーチ、モレイラスポルト指導者研修（ブラジル） 

サンジョゼ ECU-18，20指導者研修（ブラジル）、FC.COJB、国士舘高等学校 

取得資格  サンパウロ州サッカー連盟公認インターナショナル SC、リオグランジドスウ州サッカー連盟公認 SC 

                                                                                      

  

 

 

南米プロから J リーグでもプレー!!プレイヤーコーチ！ 

テクニカルアドバイザー 兼 プレイヤーコーチ  三吉 聖王 

選手歴   亜細亜大学→アルヘンティーナスロサリオ(アルゼンチン)→ボストンリーベル(ウルグアイ) 

       →清水エスパルス→ボストンリーベル→ロチャ FC(ウルグアイ) 

指導歴   アルムンドサッカースクール代表・ヘッドコーチ 

                                                                                      

 

 

 

 

アスリートフードマイスターとスポーツ薬剤師の資格を持つハイブリット栄養アドバイザー 

アスリートフードマイスター＆スポーツ薬剤師 曽根由佳里 

サポート実績    スキーオリンピック候補選手，サッカー選手，キックボクシング選手，ビーチバレー選手，小中高 
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ツイッター１5万人フォロワーを持ち、日本全国のプロアスリートからアマチュアアスリートへのメンタルコーチングを開催!! 

プロスポーツメンタルコーチ 鈴木颯人   

コーチング実績   プロサッカー選手(J１)，プロ野球選手，卓球日本代表(全日本準優勝)，柔道日本代表(全日本選抜優勝) 

              サーフィン日本代表(全米大会優勝)，空手日本代表(全日本優勝)など 

                                                                                       

 

 

 

 

プロ選手を多数サポート，鍼灸師の資格も持ち、ケガ，リハビリ，フィジカルトレーニングと選手の身体を徹底サポート！ 

フィジカルトレーナー 兼 パーソナルトレーナー 菊池竜太 

取得資格       鍼灸師， 

サポート実績     海外プロ選手多数，プロゴルファー，東京大学ア式蹴球部，神奈川大学健康科学 SC，東京成徳大学高校バスケ部 

                                                                                       

 

 

 

 

10か国以上で海外プレー経験のある元プロ選手。自ら築いたネットワークで次世代選手の進路アドバイス！ 

進路アドバイザー 池田雄大 

選手実績     レアル・サンタクルス（ボリビア）、インデペンディエンテ・ペトロレーロ（ボリビア）、、CSプログレスル・コラビア（ルーマニア）、

ホルムホン（モンゴル）、MAJFC(フィリピン)、GFAFC(ミャンマー) 

サポート実績   プロを目指すアマチュアから各国代表選手まで 200人以上の選手の海外挑戦、移籍の仲介や相談を手掛ける 
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【トレーニング受講後の進路】 

 

 

 

 

 

契約切れ 
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トライアウトへ出発！

契約！プロ選手！

オフシーズンなど、プロ選手OBはアカデミー利用永久無料!!

不合格
コンディションを下げずに更なるチームを狙う！

それぞれの進路の最終調整

トライアウト出発までアカデミーで最終調整!!
アカデミーで復習，レベルアップをしながら、

コーチ、進路アドバイザーと進路を決めていく

受講後のレベルに合わせた進路選択

一定期間受講で実力もプロレベルに到達！

プレイヤーズネットワークなどで、

受講中に選択した進路へ出発!!

再受講！プロレベルまでトレーニング継続！

アカデミーで学んだ要素にさらに磨きをかけ、

万全の準備を整えてから出発!!

一定期間講義受講 



【プレイヤーズネットワーク】 ～海外トライアウトの為の選手間ネットワーク～ 

 

 

 

アカデミーでは、特定の業者や代理人と提携

し、進路を斡旋することはしません。 

それは、選手一人一人のプレーに違いがあるの

と同じように、進路にも一人一人向き不向きの

違いがあるからです。 

そのような選択肢を固定するようなしくみは、

選手の選択肢の幅を狭めてしまうことになり、

アスリートファーストではなくなってしまうので

す。 

 

 

 

 

 

その代わりにアカデミーでは、今までアカデミーに携わって

頂いたプロ選手やアカデミーからプロ契約を結んだ選手、ま

たその際にお世話になった代理人や仲介人の方々など、多種

多様にネットワークを繋げられる環境が整っています。 

 

発足以来、そういった卒業生も含め、国内外問わずプロの

実績を勝ち取った選手たちが続々とアカデミーとネットワー

クを結んでくれていて、アカデミー生たちの進路のサポートを

してもらっています。 

 

 

 

 

「進路が決まらない」・・・と悩むことはないでしょう。 
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【費用について】 

プロ選手養成コース各種 

 

アカデミー入会費（全コース一律）         \50,000 

 

 

１年制・プロ選手養成コース             \500,000（入会から 1年間） 

 

 

短期・プロ選手養成コース              \30,000/１ヵ月毎のお支払 

 

※入会費には、入会金，用具管理費，保険加入料，グラウンド使用料，事務手数料が含まれています。 

※スポーツ障害保健…アカデミーでは、通院分の一部を負担するスポーツ総合保険に加入いたします。 

※短期・プロ選手養成コースには、各種講師の講義費用は含まれていません。メンタル・フィジカル・食事・進路の講義に参加希望の場合は、別

途\3,000/1回の講義費用でご参加できます。 

 

 

 

 

［費用のお振込みについて］ 

 

世田谷信用金庫 烏山支店 

普通預金 

口座番号 ００７９２６３ 

口座名義 フットボールトライアウトアカデミー ホウツキヨシヒト 

 

※入会お申し込みの際は、約束金(入会費と受講料に充てる)として\100,000を上記口座にご入金ください。 

 トレーニング参加前日までに全額をお振込みください。 

※いかなる場合が御座いましても、お客様のご都合でお振込頂いた金額を返金することはございません。 
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【プロ契約 or１年制・プロ選手養成コースを受講した選手へのアフターサポート】 

 

プロ契約を勝ち取ったその瞬間から安定した生活のプロ選手になれるわけではありません。 

海外の下部リーグのクラブでは、なかなかオフシーズンまでサポート（給与支給）をしてくれるクラブはありません。 

その上、下部リーグのプロ選手はいつ契約破棄されてもおかしくはないのが厳しいサッカー界の現実です。 

そのため FTAでは、 

 

“一度アカデミーから卒業した選手たちが確固たるプロ選手の地位を築いてもらうまで、 

トレーニングのサポートをし続けます！!“ 

※アカデミーの卒業とはプロ契約をする or1年制・プロ選手養成コースを受講すること 

 

［サポート内容］ 

・1年制・プロ選手養成コースを受講した選手は、その後、アカデミートレーニング\5000/月で参加可能。 

(各講師のセミナー参加の場合は別途必要) 

・アカデミーからセミプロ・プロ契約を勝ち取った選手はアカデミートレーニング永久参加無料。 

(各講師のセミナー参加の場合は別途必要) 

・その他、プロ選手になってからのイベント開催や企画など、アカデミーが全面的に応援させていただきます。 

［アカデミーにおけるセミプロ・プロ選手の定義］

 

セミプロ選手 ・・・  契約チームに、衣・食・住いずれか一つでも、金銭的に補助してもらえる待遇の選手。また、勝利給・

ゴール給・アシスト給など、一時的金銭的報酬を支給してもらえる待遇の選手。 

 

プロ選手  ・・・    いかなる場合にも、契約金が発生した時点で、その立場の選手。 

                 また、固定給（年棒・月給）を受け取れる待遇の選手。 
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【アカデミートレーニングスケジュール・場所】 

週 6回トレーニング 月～土曜日 

夏期休暇(お盆時期前後の 10日間ほど)、年末年始休暇(年末年始の 7～10日間ほど) 

 

月曜日    ・・・    府中スポーツガーデン（人工芝・スパイク不可）   10：００～12：00 

                                                    （９：００から施設清掃活動） 

 

火曜日    ・・・    府中スポーツガーデン（人工芝・スパイク不可）   １０：００～12：00 

 

 

水曜日    ・・・    大沢総合グラウンド（人工芝）               ９：００～11：00 

 

 

木曜日    ・・・    大沢総合グラウンド（人工芝）               ９：００～11：00 

 

 

金曜日    ・・・    大沢総合グラウンド（人工芝）               ９：００～11：00 

 

 

土曜日    ・・・    大沢総合グラウンド（人工芝）               9：00～11：00 

（都リーグに在籍するシティフットボールクラブとの合同活動がメイン。練習試合 or紅白戦。指導はアカデミー） 

 

日曜日    ・・・    オフ 

 

 

府中スポーツガーデン  ・・・  京王線： 武蔵野台駅下車 徒歩 8分 

大沢総合グラウンド    ・・・  京王線：西調布駅下車 徒歩 12分 

 

※雨天中止は原則なし。トレーニングには常にランニングシューズ，トレーニングシューズは持参すること。 

※雪や台風、警報が発令するような天候の場合はグラウンドでのトレーニングは中止になる場合があります。その場合、会議

室などで座学を行うか、自宅で取り組める課題などを出します。 

※連絡についてはアカデミー専用 LINEに登録していただきます。LINEについては別途説明いたします。 
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【ＦＴＡ ＬＩＮＥ のご紹介】 

 

 

現役プロ，元プロ，アカデミーの卒業生など、総勢 60名以上が登録！！ 

 

FTAでは、連絡網や休日の課題をはじめ、海外リーグで戦っている卒業生からの現地情報のシェア、海外トライアウト情報な

ど、日本国内でサッカーをしているだけではなかなか味わえないような情報や意見交換を ＦＴＡ LINE を通して感じ取る

ことが出来ます。 

また、トレーニング動画や参考動画などのシェアにより、現在のトレーニングのイメージ作りにも活躍！ 

思わぬ情報や、卒業生たちの現実や直面する悩みなど、自分たちがこれからプロ選手にふさわしくなっていく為のヒントが

散らばっています。 

また、自身が海外へ行った時などの日本との通信手段としても、現役プロ選手たちも重宝しています。 

 

※アカデミー受講の初日に入会者はグループに登録していただきます。 
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選手輩出実績 2012～(年代順不同) アマチュア選手を世界 6大陸に輩出‼ 

 

阿部豊 大学生サッカー部を辞めアカデミーへ! 

佐野日大高校 → 大学 → アカデミー → SSV Lindheim(ドイツ) → musansalama（フィンランド） 

 

竹村明人 ほぼ素人から奇跡のリーグデビュー!! 

27歳まで無所属、塾講師 → アカデミー → コバルトーレ女川 → サンマルティン(ボリビア) 

 

片岡将元 県立高校サッカーまでで一度サッカー離脱。再起を図ったサッカー人生! 

厚木北高校 → アカデミー → ウランバートル大学(モンゴルリーグ) → FC Stal Brandenburg（ドイツ） 

 

亀勇斗 国内では無名無活躍。努力で夢を叶えた男!! 

産業能率大学 → アカデミー → カンぺーンペット(タイ) → NK Radlje(スロベニア)  

→ ワイタケレ（ニュージーランド） → イプスウィッチナイツＦＣ（オーストラリア） 

 

後藤憧 JFLから海外への道へ! 

東農大 → YSCC(JFL) → アカデミー → FK アウダ(ラトビア)   

→ ヴィクトリアハイランダーズ（カナダ） → Napier City Rovers（ニュージーランド） 

 

和﨑友作 Jユースから独自のプロサッカー選手道へ!! 

湘南ベルマーレユース → アカデミー → MQABBA(マルタ) → FC Duren Niederau(ドイツ)  

→ CLUBE CONDEIXA（ポルトガル） 

 

野口道仁 31歳でドイツのフィールドへ!! 

FC COJB(神奈川県リーグ) → アカデミー → Latino Munich SV(ドイツ) 

 

小幡和弘 公務員からプロ選手へ!! 

西武台高校 → 埼玉県社会人 3部 → ニューヤング FC(スリランカ)  

→ Shell Cove(オーストラリア) → ハミルトンワンダラーズ（ニュージーランド） → ＴＶAldingen（ドイツ） 

 

植松宣則 JFLセカンドから海外プロの道へ!! 

ヴェルディ相模原ユース → YSCCセカンド → アカデミー → ハンブルガーSV 3rd(ドイツ) 

 

木戸楓真 15歳からアカデミーへ!万全の準備で契約!!  

アカデミー → Croatia Raiders(オーストラリア) 
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野村和正 一度は就職。再起を図って上京し、念願の契約!! 

下関中央工業高校 → アカデミー → FC Ulaanbaatar(モンゴル) → ＣＩＫ（ギニア） 

 

小林啓太 セミプロからアカデミーを経て契約!! 

アルビレックス新潟シンガポール → アカデミー → Habenhausen(ドイツ) 

 

藤堂晃成 サッカー専門学校からアカデミーへ!ドイツで 1stステップをもぎ取る! 

JAPANサッカーカレッジ → アカデミー → VFBシュレックスバッハ(ドイツ) 

 

佐田伍太郎 無名校から一度は就職。情熱の宮崎男児!! 

県立高校 → 一旦就職 → アカデミー → FCポーマン(ドイツ) 

 

丸山龍也 人生は紆余曲折!サッカー人生も!! 

アカデミー → アンソメット岩手 → ニューヤング FC(スリランカ) → FK タウラス(リトアニア) 

 

栃原洋音 高卒からアカデミーへ！大学へ行かなくてもプロへ行けることを証明‼ 

県立高校 → SF/BG Marburg（ドイツ） 

 

冨田海暉 アカデミー生え抜き‼中卒からアカデミーへ！南米ウルグアイで初契約★ 

アカデミー → Club Atletico Platence（ウルグアイ） 

 

小西浩太朗 夢を追い求めて四国の地から上京！プロサッカー選手の夢を叶える★ 

県立高校 → アルビスＦＣ（モンゴル） → →SA Panthers FC（オーストラリア）  

 

山崎智彦 国内では常に劣等生↓しかし、努力を積み重ねて念願の契約★ 

中央学院大学 → REAL SPORT CLUB（ブラジル） 

 

田原雅也 大卒からアカデミーへ‼しっかり 1年間積み重ねてファーストステップを踏み出す★ 

山梨学院大学 → アカデミー →ＦＣホルムホン（モンゴル） 

 

中村勝 高校では 3年間ベンチ、進学はせずに世界へ‼ 

東久留米総合高校 → Los halcones（ウルグアイ） 

 

曲山竜平 一度は就職するも、胸に秘めた気持ちを諦められず。そして目標をつかむ!! 

就職 → Bay olympic ｓｏｃｃｅｒ（ニュージーランド）  
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【アカデミー理念】 

 

私がフットボールトライアウトアカデミー(以下 FTA)を設立したのは、幼いころから抱いていた「プロサッカー選手への挑戦」

という志が、プレイヤーを怪我で引退することになった後にも潰えることがなかったからです。 

私がプレイヤーだった頃、国内ではある程度高いレベルでサッカーができる環境に身を置くことができていましたが、「プロ」

という高い壁の向こうにどうやって辿り着けばよいのか、いくら努力を重ねても見えてきませんでした。 

無我夢中に自分の置かれた環境で最大限努力するのみ。 

それがプロを目指す上での最良の道で、自分のサッカーの世界の全てでした。 

しかし、プレイヤーを引退後、様々な「サッカーの価値観」に出会い、プレイヤー時代の自分のサッカーの世界を見る視野の狭

さに気づかされました。 

 

指導の勉強のため海を渡りサッカー王国ブラジルへ―――――。 

そこで「１人の選手としてどう生き残っていくのか？」ということを肌で感じ、 

現役の Jリーガーや海外プロ選手との出会いで「選手としての結果」の重要さを学び、 

海外でサッカービジネスを広げる人との出会いで、「サッカーの大きさ」を知りました。 

指導者という立場になり、初めて「プロへの道筋」というものが明確になったのです。 

 

プレイヤーとしてプロを目指すためには、 

どういった準備が必要なのか？人間性はどうあるべきか？どういったビジョンを持つべきなのか？が見えたのです。 

 

FTAを立ち上げる前には、J リーグの組織で指導を始めてみないかというお誘いもありましたが、私の答えは NOでした。 

私が手を差し伸べたかったのは、プロ組織のジュニアユースやユースの中で、プロへの競り合いを始められている選手たち

ではなく、過去の自分のように 

情熱はあるがどうすればいいかわからない選手。 

能力はあるのに日本では認められずあきらめてしまいそうな選手。 

周囲に押しつぶされてプロになりたいと正直に言えずにいる選手 

など、一直線にプロへの道が見えていない選手たちでした。 

こういった選手たちを指導することが、新たな「プロサッカー選手への挑戦」なのだと感じたのです。 

 

日本サッカー界の王道だけではなく、違う道からも視野を広げればプロサッカー選手への道は現実的に見えてきます。 

「プロを現実的に考えられる場所の確立」「プロサッカー選手にふさわしい人間力の向上」 

国内でサッカーを一生懸命に取り組んでいる選手たち(過去の自分)が気付いていない、プロに成るための大事な要素を伝

えられる場所の確立。それが FTA起業の理念なのです。 
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