
平成２６年５月末日 

チーム代表者・保護者・選手・関係者各位 

特定非営利活動法人Ｆａｒo 

 

「Faro × El Puente Catalunya Camp ２０１４」のご案内 

 

拝啓、時下皆様におかれましてはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

今夏、特定非営利活動法人 Faro では、スペインより指導者を招聘し、本格的なサッカーキャンプを開催いたします。このキャンプは、地域

の子供たちにもっと身近に外国人コーチの本物の指導を体験して欲しい という思いで、２０１１年から開催し、今年で４回目を迎えます。過

去３回は、FC バルセロナ U-１４・U-１２、RCD エスパニョール U-１７の監督を務めた経歴を持つ、ジョアン サルバンス氏を迎え、多くの子供

たちに参加を頂きました。また、２０１３、１４年 春には、キャンプ参加者を中心にバルセロナ遠征を実現し、多くの知識と経験を蓄積して参り

ました。 

スペインでは現在、シーズンオフに入り、各チーム 来シーズンに向け、監督、コーチ、選手のチーム編成に期間になります。そんな中で、

Faro では、招聘したい最高の指導者を４名（別紙参照）に絞り、現在交渉しています。来日指導者は、７月上旬に決定いたしますが、どのコ

ーチに来日いただいても最高のキャンプとなりますので是非ともご期待ください。 

 

本キャンプでは、外国の指導者から他国のサッカーを学ぶことで、新しい知識をより多く取り入れ、選手に「サッカーを読む」、 「サッカーを

理解する」、「サッカーを楽しむ」を指導の中で伝えます。テクニック、タクティックを教えるだけではなく、コンセプトを伝え、実戦で使える術を

伝授します。トレーニングは、キャンプ初日にレベルチェックを行い、習熟度別のグループ編成で行います。また、宿泊することで、他チーム

選手との交流も深め、切磋琢磨する場ともなります。 

 

つきましては、ご参加を検討いただきたく、下記要領でご案内いたします。何卒、よろしくお願い申し上げます。 

 

  敬具 

記 

 

「Faro Catalunya Camp 2014」 

 

［主  催］   特定非営利活動法人 Ｆａｒｏ （http://www.faro-npo.jp）   ［協  力］ 株式会社 エルプエンテ (http://elpuente.jp) 

［参加資格］  小学校４年生・５年生・６年生のサッカー経験者（GK 含む）。 女子選手の参加はご相談ください。 

          ＊日本サッカー協会４種加盟チームの選手は、所属チームの代表者・監督の参加許可を得ること。 

［募集人数］  ４年生・５年生・６年生 各々１５名程度 （申込多数の場合は、先着順で決定します。）  最低催行人数２５名。 

［日  程］   ２０１４年７月２２日（火）～２４日（木） ２泊３日  ＊恵比寿駅周辺より専用バスにて移動。 

［場  所］   千葉県長生郡白子町 白子ニューシーサイドホテル（宿泊） ・ 白子荘庭先天然芝（グランド） 

［内  容］   クリニック（全５回）  ・ スペイン語講座 ・ スペインサッカー事情（座学） 

          ・トレーニング内容は、来日指導者が決定後、発表。 

          ・クリニックは３日間で５セッション、年齢、技術レベルに合わせ、２～３グループに分けて行います。 

［スタッフ］   スペイン人指導者、通訳、アシスタントコーチ２～３名（参加人数による）、メディカルトレーナー１名、庶務１名 

 

 

・アシスタントコーチは、スペインサッカーを学びに指導留学、指導実績を持ち、スペインサッカー協会公認指導者 

ライセンスを取得した日本人コーチがサポートします。 

http://www.faro-npo.jp/
http://elpuente.jp/


 

 

［参加費用］  ４２．０００円（税込） ＊昨年までは、39.900 円でしたが、消費税 UPのため、ご理解ください。 

          ・料金に含まれるもの。 

 

 

          ・料金に含まれないもの。 

              ① ２２日昼食代 ② バス発着地までの移動費 ③ 宿舎での個人利用（電話代、飲食代など）   

［申込方法］   メールにてお申し込みください。 

           【 受付期間 ２０１４年５月２８日（水） ～ ７月４日（金） 】 ＊定員になり次第、受付終了となります。 

               fcfaro@yahoo.co.jp 

           ○上記メールアドレスに、下記申込事項をご連絡ください。 

 

 

［申込手順］  ① メールにて仮申込 → ② 仮申込受付完了返信 → ③ ６月下旬～７月上旬 詳細連絡（指導者決定、参加費振込案

内、概要、etc） → ④ ７月中旬迄 参加費振込 → キャンプ当日 

［問合せ先］  特定非営利活動法人 Ｆａｒｏ 担当：浅海  Tel  09046102223  E-Mail asaumi@faro-npo.jp 

 

［現在交渉中の指導者］ 

   ・Fran Sanchez （フラン・サンチェス）   生年月日： １９９７年１０月２７日  出身地： バルセロナ 

経歴： １９９７～２０１２ FC Barcelona 下部組織監督 U９～U１６、２０１２～２０１４ バーレーンサッカー協会育成ディレクター 

指導に関わった選手： Geard Pique、Cesc Fabregas、Jordi Alba、Thiago Alcantara、Gerard Duelofeu、その他多数 

ライセンス： カタルーニャサッカー協会指導者ライセンスレベル３、INEFC Barcelona（バルセロナ体育大学）卒業 

 

・Daniel Poyatos （ダニエル・ポヤトス）   生年月日： １９７８年６月２３日  出身地： バルセロナ 

経歴： ２００６～２０１２ RCD Espanyol 下部組織監督、コーチ U１５～サテライト、２０１２～２０１４ バーレン代表 Ｕ１７監督 

ライセンス： カタルーニャサッカー協会指導者ライセンスレベル２ 

 

・Ｊavier Villena （ハビエル・ビジェナ）   生年月日： １９６６年８月１７日  出身地： バルセロナ 

経歴： １９８７～２００１ FC Barcelona、RCD Mallorca、Gimanastic Tarragona 等のトップチームでプレー 

           Gimnastic Tarragona 強化部長、育成部長、Escola Gava 育成部長、FC Barcelona OB 会役員、OB チーム監督 

 

・Jacint Magrina （ヤシン・マグリニャ）   生年月日： １９８０年９月２５日  出身地： バルセロナ 

経歴： ２００５～２０１１ RCD Espanyol 下部組織監督 U９～U１４ 

            ２０１２ FC Dinamo Moscow（モスクワ）下部組織ディレクター、２０１３年～ Vila Olimpica 育成ディレクター 

ライセンス： カタルーニャサッカー協会指導者ライセンスレベル３ 

 

「 Faro × El Puente 」 活動実績 

・ 「Challenge To Barcelona」 2014 年 開催  http://youtu.be/BJbSjV0poFs ＊RCD Espanyol との練習試合の一部。 

  ・ 「Faro MIC バルセロナ遠征」 2013 年 開催  http://youtu.be/zw1vqJxbTbI 

  ・ 「Faro JOAN Camp」 2011年・2012 年・2013 年 開催   http://youtu.be/-7QeukLkyLo ＊是非、ご観覧ください。 

  ・ 「Faro Coach‘s Camp バルセロナ」 2012 年 開催 ・ 「Faro Coach’s Clinic」 2010 年・2011 年・2012 年 開催 

① 宿泊費 ② 食事 ２２日夕食～２４日昼食（６食） ③ 交通費（専用バス） ④ 保険料 ⑤ クリニックに関わ

る諸経費（グランド代、スタッフ人件費、雑費、etc） 

①氏名（本人）、ふりがな ②学年 ③保護者名 ③電話（連絡先） ④PC メールアドレス（返信用） ⑤所属チーム 

⑥所属チームの代表者、監督の参加許可を得ましたか？（YES でお答えください。） ⑦その他（質問事項） 

mailto:fcfaro@yahoo.co.jp
mailto:asaumi@faro-npo.jp
http://youtu.be/BJbSjV0poFs
http://youtu.be/zw1vqJxbTbI
http://youtu.be/-7QeukLkyLo

