
日本国内にあるオーストラリア専門
サッカー留学エージェント



オーストラリアは6つの州と2つの特別区に分けられており、首都は首都特別地域に位置す
るキャンベラです。国内で最も人口が多いのがニューサウスウェールズ州となります。
州都のシドニーは自 然と近代的な建物とが見事に融合され、「世界で一番美しい港」と言われ
ています。産業も発展しておりオーストラリア経済の中心地となっています。
世界の各国と比較しても治安が良く、海外留学生の多くがシドニーを起点に語学や仕事、ス
ポーツなどの活動をしています。

オーストラリアの代表的なスポーツと言えばラグビーを思い浮かべる人がほと
んどだと思いますが、ヨーロッパからの移民が多いオーストラリアでは昔から
多くの人々がサッカーをプレーしています。サッカーの競技人口はラグビーや
水泳、テニスなどオーストラリアを代表するスポーツよりも多く、その数は
200万人に迫るほどで国内一となっています。
年々高まるサッカーへの関心のなかで、2004年には国内初のプロリーグ、
A-Leagueが設立されました。2006年にはアジアサッカー連盟への加入、同年
、2010年、2014年と3大会連続ワールドカップ出場など、その成長は著しく、
現在、世界的にも多大な注目を集めています。
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オーストラリア基本情報

6つの州と 2つの特別区
オーストラリア最大の都市はシドニー
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セミプロリーグ

弊社サポートリーグ（各カテゴリー 12 クラブ程度）

各州ごとにあるNational Premier Leagues、はA-Leagueの下のカテゴリーになり、州リーグのトップリーグはオーストラリアの2部
と位置付けることができます。その中でもシドニーを中心に強豪クラブチームがしのぎを削るニューサウスウェールズ州がトップレ
ベルと言われており、日本人選手や外国人選手も主にシドニー近郊のチームで活躍しています。

ニューサウスウェールズ(NSW)州のリーグ構成は運営する組織によって異なります。メインとなるリーグはFOOTBALL NSWが運営
しており、地域別のリーグとして、NSW州の北地区にあるNORTHERN NSW FOOTBALL、南地区の独立リーグFOOTBALL SOUTH 
COASTがそれぞれあります。セミプロリーグは3月～8月のレギュラーシーズンとその後に行われるリーグ戦上位チームによるプレー
オフで頂点を決めます。各リーグの入れ替えはレギュラーシーズンの成績を基に、優勝チームは上位リーグへ昇格、最下位チームは
下位リーグへ降格となります。

セミプロリーグに所属する各クラブチームは平日の夜に2～3回のトレーンングを行い、週末の試合に挑みます。また、登録選手には
外国人枠があり、オーストラリア国籍以外で2名となっています。

国内唯一のプロリーグであるA-Leagueを頂点に、各州の
トップリーグにNational Premier Leagues、下のカテゴ
リーにState League、Amateur Leagueがあります。
女子サッカートップリーグはウェストフィールド・Wリー
グと呼ばれています。
現在、A-League・W-LeagueとNational Premier 
Leaguesには、入れ替えのシステムはありません。
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(National Premier Leagues)
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全国のトップリーグ

各州のセミプロリーグ

各州のアマチェアリーグ
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Peoplecare District League
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FOOTBALL NSW 女子リーグ男子リーグ

NPL NSW Menʼs
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Football NSW League Two Menʼs

Football NSW League Three Menʼs

NPL NSW Womenʼs

Football NSW League One Womenʼs

FOOTBALL SOUTH COAST

州リーグ 1 部

独立リーグ 1 部

独立リーグ 2 部

州リーグ 2 部

州リーグ 3 部

州リーグ 4 部

オーストラリアのサッカーについて



オーストラリアサッカーの特徴として身体的な強さなど

ダイナミックなプレースタイルが目立ちますが、より良

いサッカーを実現するには日本人特有の【テクニック】

【クイックネス】そして【判断力】が必要です。もちろ

んオーストラリア人に対抗するフィジカルでチャレンジ

するのも自分の武器を磨く上で効果的なことです。各ク

ラブチームの監督はバランスの良いチーム作りのため、

多様な選手を必要としています。

オーストラリアにはワーキングホリデーという制度があ

ります。ワーキングホリデービザは18歳から30歳までの

人が一生に一度取得できるものです。最長2年間の滞在

が可能で働くこともできます。また、学生ビザの取得も

可能です。語学学校から専門学校まで在学している期間

はもちろん何年でも滞在可能です。日中に授業を受け夕

方の練習と週末の試合をこなすことができます。ワーキ

ングホリデービザと学生ビザを取得し、合計5シーズン

プレーした日本人選手もいます。

海外でサッカーをするのに重要になるのがコミュニケー

ションです。チーム内の会話はもちろん英語を使います。

チームメイトとのコミュニケーションのなかで自然と英

語を話し上達していきます。日々の生活や語学学校など

にプラスして、サッカーを通して生きた英語を情熱を持

って学習できます。英語の上達は将来のセカンドキャリ

アにもかなり有利に働きます。現役引退後に英語を使っ

た職に就く人も多くいます。

ニューサウスウェールズ州のトップリーグではセミプロ

といえどもしっかりした給料形態があります。National 

Premier Leaguesで貰える可能性がある月給20万円（出

場給600AUSドル×4試合）は日本の大卒初任給の平均額

程になります。Men's State Leagueでも活躍によっては

高給の契約が可能です。クラブチームによっては出場給

に加え勝利給などもあります。

日本人のスキルが
必要とされている

セミプロでしっかりと
給料がもらえる

長期滞在に必要な
ビザが取得できる

サッカーを通して
生きた英語が学習できる

様々な国の人々との国際交流
オーストラリアには様々な国から留学生が英語を学びに集まって
います。語学学校などで彼らと交流することで異文化への理解や
国際感覚を養うことができます。地域によっては同じバックグラ
ウンドの人たちが集まりコミュニティを作っており、それぞれ趣
のある街や文化を楽しむこともできます。また、海外で出会う日
本人は目的意識の高い人たちが多いです。そんな日本人との交流
もたくさんの刺激を与えてくれます。

オーストラリアが選ばれる 4 つの理由



オーストラリアサッカー留学プログラム

セミプロサッカーチャレンジ
サッカーで報酬を得ることが
できるセミプロクラブのトラ
イアルにチャレンジ。契約を
勝ち取って戦力としてシーズ
ンを戦います。

語学学校
様々な国から来た留学生たち
と一緒に英語を学習します。
日本では学習しづらいスピー
キング、リスニングを伸ばし
使える英語が習得できます。

オリジナル英会話レッスン
オーストラリア人サッカーコ
ーチと現地永住者の日本人ス
タッフが教える特別英会話レ
ッスン。英語学習のコツやネ
イティブスピーカーが話す言
葉を習得できます。

シェアハウス
様々な国の留学生との共同生
活で異文化交流ができます。
またプロを目指す日本人選手
が集う選手寮では同じ目標を
掲げ切磋琢磨できる仲間と出
会うことができます。

ホームステイ
オーストラリアに住む家族の
一員として生活を共にします。
食文化や家庭のルールなど、
日本の生活とは違う文化や価
値観などを体験できます。

オーストラリア観光
観光大国オーストラリアには
美しい建造物と壮大な自然が
共存しています。日本では味
わえないダイナミックさを肌
で感じることができます。

アルバイト
ワーキングホリデービザでの
滞在では海外で働く経験がで
きます。英語を使った接客や
海外の人たちと働くことで仕
事に対しての考え方など多く
を感じることができます。

海外サッカー体験
アマチュアからセミプロクラ
ブまで選手の要望とレベルに
応じたクラブに参加して日本
とは一味違う海外サッカーを
体験できます。

サポート

日本国内サポート
サッカー留学に関する相談か
ら渡航前トレーニング環境の
提供、帰国後はクラブチーム
紹介や就職斡旋サポートまで
日本国内のサポートも受けら
れます。

サッカー&生活サポート
契約交渉から生活のサポート
まで、サッカーに打ち込める
環境をサポートします。初め
ての海外サッカー生活も安心
してチャレンジすることがで
きます。



短期サッカー＆英語留学

アジアの強豪オーストラリアで世界のサッカーを体感しながら生きた英語を学習します。普通の語学留学とは一味違う特別な体験がここにあ
ります。
クラブチームへの参加やサッカーアカデミーでのトレーニング、語学学校、海外生活体験、市内観光やセミプロクラブで活躍している日本人
選手の試合観戦など、短期間で多くを経験できる留学プログラムです。
春・夏休みを利用して留学する学生が多くいます。短い期間ですが多文化に触れたくさんのことを学び、一回りも二回りも大きく成長できる
濃密なプログラムです。

【費用に含まれるもの】
●語学学校入学金/テキスト代金
●授業料（月～木）※学校により月～金
●サッカートレーニング（週5日）
●オリジナル英会話レッスン
●シェアハウス宿泊費（2～4人部屋）
●現地空港送迎料（往復︓シドニー空港）
●24時間緊急サービス

【費用に含まれないもの】
●航空券代金
（空港諸税、保安税、燃油費等含む）
●査証（ETAS）申請料
●海外傷害保険料
●ご自宅から空港までの交通費
●飲食代
●市内観光にかかる費用
●お小遣いなどの個人的費用

サッカーアカデミー

元プロ選手や高度な資格を持ったコーチ
陣が指導に当たります。若い選手に自信を
持たせ潜在能力を引き出し国内外のプロ
クラブへチャレンジできるスキルを持た
せることをアカデミーは目指しています。

海外生活体験

ホームステイではオーストラリアファミ
リーの一員として海外生活を体験し、シ
ェアハウスでは炊事洗濯や他の留学生と
協力する共同生活体験ができます。生活
の全てが貴重な異文化体験になります。

クラブチームトレーニング

NSW州リーグのクラブチームの一員とし
て練習参加します。日本とは違う評価基
準の海外サッカーに触れることで新しい
サッカー観を養うことができます。

英語学習

語学学校では英語の基礎から応用まで実
践的に学ぶことができます。実際に英語で
コミュニケーションを取ることで日本で
の英語学習の必要性や英語を話せること
で広がる可能性を感じることができます。

市内観光

ビーチ、大自然、近代的な建物各国のフ
ードなどオーストラリアには日本にはな
いものが溢れています。オーストラリア
の街や自然を体感することで多くの感動
を得ることができます。

【プログラム費用】
※費用はは参考価格です

※AU$1=¥84 で計算しています

※ホームステイをご希望の方は
　見積額が変わります

※滞在期間は自由に設定できます

※海外サービスにより消費税は
　掛かりません

7 泊  8 日 ( 約 186,900 円 )A$ 2,225

( 約 272,160 円 )A$ 3,24014 泊 15 日

( 約 357,500 円 )A$ 4,25621 泊 22 日

( 約 432,940 円 )A$ 5,15428 泊 29 日

短期サッカー & 英語留学スケジュール例（ 現地 8泊 9 日）

0 日 ( 日 )

午前

午後

夕方

1 日 ( 月 ) 2 日 ( 火 ) 3 日 ( 水 ) 4 日 ( 木 ) 5 日 ( 金 ) 6 日 ( 土 ) 7 日 ( 日 ) 8 日 ( 月 )

22:00
日本出発

09:35
シドニー到着

08:45
語学学校

08:45
語学学校

08:45
語学学校

08:45
語学学校

自由時間
(市内観光)

自由時間

自由時間
(市内観光)

自由時間

自由時間
(市内観光)

自由時間
(市内観光)

シェア
ハウスへ

トレーニング
マッチ

22:00
シドニー出発

バーベキュー

サッカー観戦

15:00
自由時間

15:00
自由時間

15:00
自由時間

15:00
自由時間

18:00
サッカー
アカデミー

19:00
クラブチーム
練習

19:00
クラブチーム
練習

19:00
クラブチーム
練習

※上記はスケジュール参考例です。現地事情および天候などでスケジュールが変更される場合があります



オーストラリア国籍以外で「2名」の外国人枠を勝ち取るチャレンジになります。

短期トライアルチャレンジ

サッカーで報酬が得られるプロ契約を目指し、短期集中でセミプロクラブのトライアルにチャレンジします。
「契約クラブが決まってから長期滞在に切り替えたい」「まずは自分の実力を試してみたい」「海外サッカーのトライアルを体験してみたい」
などの要望に応えたトライアルに特化した短期プログラムです。
毎月参加人数を限定した宿泊費込みサッカー&生活サポートが付いたスペシャルオファーです。

【費用に含まれるもの】
●セミプロクラブのトライアル参加
　　2週間プログラム︓2チーム
　　3-4週間プログラム︓3チーム
　　週2～4回のトライアル参加（クラブスケジュールによる）
●全トライアルへの送迎、帯同（車もしくは公共交通機関）
●サッカートレーニング（週5日）
●オリジナル英会話レッスン
●シェアハウス宿泊費（2～4人部屋）
●現地空港送迎料（往復︓シドニー空港）
●24時間緊急サービス

【費用に含まれないもの】
●航空券代金
（空港諸税、保安税、燃油費等含む）
●査証（ETAS）申請料
●海外傷害保険料
●飲食代
●ご自宅から空港までの交通費
●お小遣いなどの個人的費用

セミプロトライアル

ニューサウスウェルズ州リーグに所属す
るセミプロクラブチームのトライアルに
参加し、サッカーで報酬が得られるプロ
契約を目指します。

トレーニング環境の提供

トライアル前およびトライアル期間中の
トレーニング環境を提供します。アマチ
ェアクラブの練習参加、フィットネスジ
ムでのトレーニングなど、パフォーマン
スを向上させるためのコンディション調
整ができます。

シェアハウス

オーストラリア生活の基盤となる宿泊先
を提供します。初めての海外でもトライ
アルに集中できるよう生活のサポートも
行います。

【参加条件】

【プログラム費用】

※滞在期間は自由に設定できます

※海外サービスにより消費税は掛かりません

13 泊  14 日 210,000円

20 泊 21 日 250,000円

27 泊 28 日 280,000円

セミプロリーグシーズン表
1 月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

トライアル トライアルレギュラーシーズン ファイナル

トライアル トライアルレギュラーシーズン ファイナル

NPL

IL

契約交渉

トライアル中の監督、スタッフへの推薦や
契約時の給料交渉など選手がより良い環
境でプレーできるようにサポートします。



語学留学だけではものたりない、海外でサッカーを経験したい、スポーツを通して海外の人と交流したい、そんな英語とサッカーを両立した
い方のための留学プログラムです。
アマチュアクラブの一員としてリーグを戦いながら、語学学校ではネイティブの講師のもと実践的な英語を学習します。その他、アルバイト
や観光、イベントの参加など、海外ならではの多くのことを経験することもできます。
ワーキングホリデービザまたは学生ビザを取得して4ヵ月～1年間（2年以上も条件により可能）の長期滞在で目的に合わせたスケジューリン
グが可能です。オーストラリアで何ができるの︖とお考えの方や漠然とした目的だけがある方も、ミーティングを行いながらあなたに合った
留学プランをご提案いたしますのでお気軽ご相談ください。　

※学生ビザは費用が変わることがあります。

【サッカーのサポート】
●アマチュアクラブの紹介
●サッカーアカデミーの参加
　※別途費用が発生します。
●練習グラウンドまでの同行、通訳
●シーズン中の監督、フロントとの交渉
●チーム登録・移籍等手続きのサポート
●試合の写真、動画撮影
●トレーニング環境のサポート

【生活のサポート】
●空港出迎え、滞在先への送迎
●銀行口座開設
●アルバイト探しのアドバイス
●携帯電話契約
●オリジナル英会話レッスン
●日常会話英語アドバイス
●市内観光案内アドバイス
●オーストラリア生活相談
●24時間緊急サービス

●留学に関する各種相談
●ビザ申請のサポート
●語学学校申し込み手続き
●滞在先申し込み手続き
●航空券（チケット）購入のアドバイス
●海外保険申し込みのアドバイス
●渡航前公的機関手続きのアドバイス
●渡航前オリエンテーション
●出発前のトレーニング環境の提供（関東）
●帰国後のクラブ紹介（関東）および就職サポート

【日本のサポート】

アマチュアサッカー

アマチュアクラブに参加しながらリーグ
を戦い、サッカーを楽しみながらも勝敗に
こだわりプレーします。日本のアマチュア
とは違った個性溢れるオーストラリア人
選手とのサッカーを体験できます。

アルバイト

英語を使いコミュニケーションを取りな
がら海外の人たちと働くことで、仕事に対
する考え方など多くを感じることができ
ます。生活費を稼ぐことや英語学習の場と
しても大きな役割を果たしてくれます。

英語学習

語学学校に通いネイティブの講師のもと
英語を学びます。各国の留学生と交流しな
がら英語でのコミュニケーションスキル
を身に付けることができ、また友人作りの
場としても語学学校は最高の環境です。

国内旅行

観光立国オーストラリアは魅力的な都市
や大自然がいくつも存在します。ツアーへ
の参加や国内一周旅行などを楽しむこと
ができ、施設を予約したりチケット購入し
たりと実践的な英語を使うことで語学の
スキルアップにも繋がります。

【費用に含まれないもの】
●航空券代金（空港諸税、保安税、燃油費等含む）　●査証（ワーキングホリデーまたは学生）申請料　
●宿泊費　●語学学校費用　●海外留学保険料　●その他生活にかかる費用

【語学学校費用】
●入学金︓A$250　授業料︓A$190/週　テキスト代︓A$15/週

※セカンドワーキングホリデービザまたは学生ビザの取得で
　2年目のチャレンジが可能です

※海外サービスにより消費税は掛かりません

【サポート費用】
330,000円 無料1年間 ２年目

長期サッカー＆英語留学

長期サッカー & 英語留学スケジュール例（1年間）
4 月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

語学学校

アマチュアリーグ

国内旅行アルバイト

エンジョイサッカー＆フットサル



オーストラリア国籍以外で「2名」の外国人枠を勝ち取るチャレンジになります。

各州リーグのなかでもトップレベルのニューサウスウェールズ州で個人のレベルにあったセミプロクラブのトライアルに参加し、サッカーで
報酬が得られるプロ契約を目指します。
トライアルまでのコンディション作りやトライアル後の契約交渉、移籍手続き、シーズン中のサポートまで選手がよりサッカーに打ち込める
環境をサポートします。
セミプロクラブでもしっかりと報酬が得られることや滞在に必要なビザ（滞在許可証）が容易に取得できることでオーストラリアサッカーが
選ばれています。セカンドキャリアへの準備として英語を習得できることもオーストラリアの特徴です。

セミプロトライアル

ニューサウスウェルズ州リーグと独立リ
ーグに所属するセミプロクラブチームの
トライアルに参加し、サッカーで報酬が
得られるプロ契約を目指します。

トレーニング環境の提供

トライアル前およびトライアル期間中の
トレーニング環境を提供します。シドニ
ーサッカーコミュニティの日本代表チー
ムとして、各国の代表が集まるローカル
大会に出場することもできます。

契約交渉

トライアル中の監督、スタッフへの推薦や
契約時の給料交渉など選手がより良い環
境でプレーできるようにサポートします。

海外へのステップアップ

オーストラリアサッカーをステップとし
て海外クラブへ移籍し、アジアチャンピ
オンズリーグ（ACL）に出場した選手も
います。英語でコミュニケーションを取
れるようになることで、さらなる可能性
が広がります。

【サッカーのサポート】
●セミプロクラブのトライアル参加
●アマチュアクラブへの参加
●サッカーアカデミーの参加
　※別途費用が発生します。
●トライアル・練習会場までの同行、通訳
●セミプロ契約・給料の交渉
●シーズン中の相談、フロントとの交渉
●チーム登録・移籍証明等手続き
●試合の写真・動画撮影
●トレーニング環境の提供

【生活のサポート】
●空港出迎え、滞在先への送迎
●銀行口座開設
●アルバイト探しのアドバイス
●携帯電話契約
●オリジナル英会話レッスン
●日常会話英語アドバイス
●市内観光案内アドバイス
●オーストラリア生活相談
●24時間緊急サービス

●留学に関する各種相談
●ビザ申請のサポート
●語学学校申し込み手続き
●滞在先申し込み手続き
●航空券（チケット）購入のアドバイス
●海外保険申し込みのアドバイス
●渡航前公的機関手続きのアドバイス
●渡航前オリエンテーション
●出発前のトレーニング環境の提供（関東）
●帰国後のクラブ紹介（関東）および就職サポート

【日本のサポート】

【費用に含まれないもの】
●航空券代金（空港諸税、保安税、燃油費等含む）　●査証（ワーキングホリデーまたは学生）申請料　
●宿泊費　●語学学校費用　●海外留学保険料　●その他生活にかかる費用

【備考】
●トライアル参加のクラブはNSW州リーグおよび独立リーグのクラブになり、実力に応じて変わります。　
●当サポートプログラムは必ずしもセミプロ契約を約束するものではありません。　　

セミプロサッカーチャレンジ

セミプロリーグシーズン表
1 月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

トライアル トライアルレギュラーシーズン ファイナル

トライアル トライアルレギュラーシーズン ファイナル

NPL

IL

※セカンドワーキングホリデービザまたは学生ビザの取得で
　2年目のチャレンジが可能です

※海外サービスにより消費税は掛かりません

【サポート費用】
330,000円 無料1年間 ２年目



出発 6～3ヶ月前

情報収集

出発 6～3ヶ月前

ミーティング

出発 6～3ヶ月前

パスポート申請

出発 3～2ヶ月前

ビザ申請

出発 2～1ヶ月前

航空券購入

出発 1ヶ月～1週間前

海外留学保険申し込み

出発 1ヶ月～1週間前

公的機関手続き

出発 1週間前

出発オリエンテーション

出発当日

日本出発

到着当日～

トライアル

オーストラリアという国についてや、これまでにオーストラリアで活躍した選手などインター
ネット使っていろいろな情報を集めてみましょう。
オーストラリアはどんな環境なのか、プロリーグの仕組みや待遇、話されている言葉や治安な
ど、実際にチャレンジする価値があるのか考えてみてください。

お問い合わせいただいた内容にそって、オーストラリアサッカーについてご案内させていただ
きます。直接お会いし個別ミーティング、またはメール、LINE、Skypeなど便利な方法での
ご案内も可能です。選手それぞれの目的に合わせた、より具体的なオーストラリアサッカー留
学プランを提案させていただきます。

弊社プログラムにお申し込みいただきましたら、順次、渡航のための準備をご案内させていた
だきます。まずは海外に行くためにパスポート（旅券）の取得が必要となりますのでチャレン
ジすることを決めましたら必ず取得しましょう。ビザや航空券の手配にも必要になりますので、
パスポートの申請は早めに済ませておくとスムーズに準備が進みます。

オーストラリアに滞在するためにはパスポートの他にビザ（査証）という滞在許可証を取得し
なければなりません。目的や滞在期間によって取得するビザが変わります。1週間～3ヶ月の
短期留学には「観光ビザ」、6ヶ月～1年（条件により2年）の中長期留学には「ワーキングホ
リデービザ」、2年以上の長期滞在（学習目的）には「学生ビザ」が適しています。それぞれ
に特徴があるので、留学プランに応じたビザを取得しましょう。

日本を出発する日を決め、航空券(飛行機のチケット)を購入します。航空券には往復と片道が
あり、短期留学では往復の航空券を、長期留学では片道の航空券を購入します。
他の国（都市）を経由する航空便では長時間の移動と乗り継ぎなどがありますが割安で航空券
を購入できます。選ぶ航空便によっては費用を抑えることも可能です。

保険への加入は任意になりますが、サッカーをする以上、特に異国の地でのプレーになります
ので万全を期するために保険への加入は必要な準備です。留学保険は怪我や病気などの医療面
だけではなく、盗難や破損、賠償責任など、オーストラリア滞在中に起こる可能性のある事故
なども保障されています。現地で加入する格安保険をご案内することも可能です。

留学の目的によっては長い間日本を離れることになります。海外転居という形で管轄の役所で
「住民異動届け」を提出して住民票を抜くことができ、住民票を抜くことで留学中の住民税、
健康保険料、国民年金の支払いが免除されます。ただし年金は払っていな期間が発生するので
受け取る際の年金額が満額ではなくなります。

日本出発前に留学プランの確認や入国の際の流れ、注意点などをお伝えします。オーストラリ
アは持ち込み禁止のものが多くありますので事前に確認しましょう。
オーストラリアに渡った後が留学の本当のスタートとなりますので、現地到着後も現地スタッ
フとともに日本側からも選手をサポートしていきます。

いよいよ日本の空港からオーストラリアへ向けて出発です。オーストラリアへ入国するにあた
り、機内で入国カードの記入を済ませておくと、オーストラリアの空港で慌てることなく入国
できます。入国審査、税関を通り空港の到着ロビーに出ると現地スタッフがお待ちしています。

オーストラリアに到着です。留学オリエンテーションを行い滞在先へ向かいます。いよいよ海
外サッカー生活が始まります。移動の疲れなどもあるかと思いますが、希望すれば到着日から
トライアルに参加できます。サッカーを通してこれから多くの人と出会い、感動を分かち合う
旅がはじまります。たくさんの経験を積みながら目標達成に向け一緒に進んでいきましょう︕

留学までの流れ



森安 洋文

三菱水島FC（中国リーグ）
APIA Leichhardt Tigers FC (2010)
Sydney FC (2010-2012)
FC岐阜

佐々木 周

関西大学（関西学生1部）
Marconi Stallions (2014)
Blacktown Spartands (2015)
Blacktown Spartands (2016)
Global FC (2017 フィリピン)

安 真也

FC KOREA（関東1部）
Wollongong United (2016)
Sydney Olympic (2017)
Sydney Olympic (2018)
Sydney Olympic (2019)

寺本 貴生

BLUE WING（大分1部）
Port Kembla FC (2015)
Port Kembla FC (2016)
Cringila Lions (2017)
Cringila Lions (2018)
Cringila Lions (2019)

田中 理菜

オルカ鴨川BU
Olympia FC (2017)

永由 杏

白金蹴球会
UNSW (2017)

オーストラリアサッカー体験談

藤田 実桜 選手
短期サッカー留学

佐藤 壱茶 選手
短期サッカー留学

望月 昇 選手
長期サッカー留学

佐橋 大輔 選手
セミプロチャレンジ

寺本 貴生 選手
セミプロチャレンジ

永由 杏 選手
セミプロチャレンジ

スマートフォンでQRコードを読み込むと体験談がご覧いただけます。

プロ・セミプロ選手



日豪フットボールアクションは「サッカーを通じて人生を豊かにする」を活動理念にサッカーを通じて多くの人と人とが出会い、感動を分か
ち合い学び成長していくそんなきっかけになる活動をしています。
オーストラリアのニューサウスウェールズ州でプロ、セミプロ選手輩出実績ナンバーワンの「豪州ソリューションズ」の正規日本代理店とし
て、私たちは出発前の日本からしっかりとサポートさせていただき、皆さんのパートナーとして夢を現実させるために共に歩み、サッカーを
通して成長し多くの感動を分かち合えることを心より願っています。

合同会社ワンズアクション運営会社

営業時間

日豪フットボールアクション屋号

小林　卓

2015年11月

代表

設立

海外サッカー留学のサポート　サッカー選手のマネージメント　イベントの企画・運営事業内容

〒183-0045 東京都府中市美好町2-20-13

042-407-6794　※視察等で電話に出られない場合があります。メールフォームにてご連絡ください。

所在地

電話

ホームページ https://nichigofootballaction.com

平日 9:00 - 17:00　定休日︓土曜・日曜・祝日　※ミーティングの対応は可能ですのでお問い合わせください。　

日豪フットボールアクション代表
小林 卓 (こばやし たく)

【選手歴】
 八王子フットボールクラブ
 ウニオンサンジョアン、イトゥアーノ、マツバラ（ブラジル）
 佐川急便埼玉（埼玉県リーグ1部）
 市川SC（千葉県リーグ1部）
 スタンモアホークス（オーストラリア,NPL3）

幼少の頃にサッカーを始め、高校卒業と同時
に単身ブラジルへ。帰国後に社会人サッカー
を経てプロを目指してオーストラリアへ渡航。
オーストラリアではNSW州リーグ現NPL3の
Stanmore Hawksと契約。現役引退後は日本
で一般企業に就職。社会人として実務経験を
積んだ後、オーストラリアサッカーの日本の窓
口として日豪フットボールアクションを設立。

【ライセンス】
 日本サッカー協会認定C級コーチ

【ライセンス】
日本サッカー協会認定C級コーチ
FFA Junior Football License保持
FFA Youth Football License保持

豪州ソリューションズ代表
宮下 忠士 (みやした ただし)

 【経歴】
2014年川崎フロンターレACLシドニー遠征現地渉外担当責任者、
公式記者会見通訳担当
2014年ウエスタンシドニー・ワンダラーズACL公式記者会見通訳担当
2014年サンフレッチェ広島ACLシドニー遠征現地渉外担当責任者
2015年鹿島アントラーズACLシドニー遠征現地渉外担当責任者、
公式記者会見通訳担当
2015年ウエスタンシドニー・ワンダラーズACL公式記者会見通訳担当
2015年アジアカップコミュニティーアンバサダー
2016年浦和レッズACLシドニー遠征公式記者会見通訳担当

2008年、1人の日本人サッカー選手のサポー
トをブログに掲載し始めたのをきっかけに、
2009年に豪州ソリューションズを設立、初
期メンバーである森安洋史が州リーグ（豪2
部相当）からAリーグの名門、シドニーFCと
契約するという快挙を成し遂げて以降、現在
まで120人を超えるサッカー選手、サッカー
留学生達をサポート。

日豪フットボールアクションへの
お問い合わせはこちらから
スマートフォンでQRコードを読み込むと
お問い合わせフォームを表示します。

私たちについて


