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世界とボールで繫がる１０日間。
モンテネグロから世界へ、
サッカー選手への夢をアシスト
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日本の市場は、ピラミッドに分かれます。J1,J2,J3全 53 チームで1600 人の J リーガー
がいます。そこを目指す、高校・大学卒業生、毎年約 4 万人があふれる狭き門となっ
ています。視野を世界に広げると市場は円柱状態にあります。ヨーロッパでは、約
50 か国のサッカーリーグ、約50 億のサッカーファンがいます。経歴は一切関係なく、
負けてはいけない文化があり、活躍すれば上に行ける国に、チャンスがあると考えて
います。

挑戦の場を日本から世界へ
日本では、海外で戦うためにメンタリティ、コミュニケーション力（語学力）、球際、
武器が必要だと言われています。世界の市場から這い上がってきた外国人に対
して、心の強さから出る、魂の圧倒的な圧力の違いから、局面で打ち勝つことが
出来ないという現状があります。日本人選手が世界に出て、結果を残さなければ
次は無いという厳しい環境で戦うことにより、その選手は、謙虚であり独り立ちし
た人間力が身につき、絶対に負けない強い個性が生まれます。

世界で戦える選手。絶対に負けない心を身につける
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首都ポドゴリツァをホームタウンに、モンテネグロ人と日本人の特性を融合させたチームを目指して
います。サッカーだけの小さな枠に収まらず、サッカーを通して世界で活躍できる人材の育成、言わば、
国交プロジェクトへと発展していきます。国境を越えて国交を考え、社会、地域、そしてコミュニ
ティーという世の中に貢献することを目的に、後世に受け継ぐプロジェクトにしていきます。

2017年9月 モンテネグロ3部リーグから始動したFKアドリア
公用語 モンテネグロ語
首都　 ポドゴリツァ
面積 13,812km2
人口 624,000 人

アドリア海を臨むモンテネグロ。1992 年、セルビアと
「ユーゴスラビア連邦共和国」を創設。その後、「セルビ
ア・モンテネグロ」に国名変更。 2006 年 6 月「モンテ
ネグロ共和国」として独立を宣言し、2007 年 10 月に
新憲法を制定し，国名を「モンテネグロ」に変更した。  
montenegro とはヴェネト語で「黒い山」。

ヨーロッパ南東部、バルカン半島に位置するモンテネグロ

私達は、今まで新たなサッカー選手の道として、高校・大学生、若手選手を多く、モンテネ
グロリーグに送り込んできました。そして彼らの多くは、欧州へとステップアップを果たし
ていきます。ハングリー精神が旺盛なモンテネグロは、日本人にとって 、肉体面、精神面と
もに急成長させる環境です。若いうちに、世界を知る事で視野を広げ、可能性を膨らませます。
1人でも多くの可能性ある若き日本人が、世界で通用する選手になることをサポートします。

世界とボールで繫がる１０日間。
モンテネグロから世界へ、
サッカー選手への夢をアシスト



Program

2０１８年 6月 9日（土）大阪にて
FKアドリア ページャ監督による
事前練習会を開催いたします。

キャンプ参加者に FKアドリア
プラクティスシャツを贈呈。

※日程・場所は決定次第お知らせいたします。※デザインは変更になる場合がございます。

●天候や、現地チームのスケジュールの状況により日程は変更になる可能性があります。

小学５年生～中学3年生対象　モンテネグロキャンプ

日程表2018.8.17  -28FRI TUE

モンテネグロ
1部 試合視察

PM

FKアドリア
試合視察（仮）

食事会

PM

8/17［金］

日本 モンテネグロ

8/18［土］8/19［日］ 8/20［月］ 8/21［火］ 8/22［水］ 8/23［木］ 8/24［金］ 8/25［土］ 8/26［日］ 8/27［月］ 8/28［火］

ポドゴリッツア
到着

モンテネグロ
1部 試合視察

AM

PM

現地プロ選手
練習会

モンテネグロ
2部 試合視察

AM

PM

現地ユース
練習

現地ユース
練習

AM

PM

FKアドリア
練習参加

AM

PM

観光（海） 観光（山）

施設視察・
観光

AM

PM

現地ユース
練習

オフオフ

AM

PM

AM AM AM

PM
モンテネグロ
出発

（機内）

日本出発
（機内）

日本帰国

日本

（日程により変更の可能性あり）

（日程により変更の可能性あり） （日程により変更の可能性あり）（日程により変更の可能性あり）

ボールで繋がろう
プロジェクト

現地ユースチーム練習参加

全く異なる場所で生まれ、お互いの言葉も文
化も知らない若い選手たち。最初は、戸惑っ
ていても、一緒にボールを蹴り、繋がることで、
その瞬間からお互いの距離はなくなります。
2012年から始めたこのプロジェクトは、キャ
ンプの最終日に日本の若い選手達から感謝の
メッセージを込めたボールを現地の若い選手
達にプレゼントします。その選手たちの交流が
これからも繋がり、広がっていくことを願って
います。

夢アシプロジェクト
（FKアドリア）
世界でプロになるにはどんな道があるのか？
自分は何を目指すのか？ 我々は、その夢をアシスト
します。世界経験のあるコーチが若き選手たちに、
モンテネグロから世界へ活躍していった選手たちの
実例をもとに講義を行い、その後の練習の中で、
アドバイスを繰り返します。「サッカーで飯を食べ
るために必要な事」、「世界で戦う覚悟と意識」を
植えつけてプレー向上を目指します。夢アシは、
サッカー選手への道をアシストし、さらにはグロー
バルでリーダーとなりうる人材を育成してきます。

練習・
キャンプ終了式
ボールで繋がろう
プロジェクト開催

夢アシ
プロジェクト開催

FKアドリア練習参加 現地プロ選手練習会

モンテネグロ1部試合観戦 モンテネグロ観光 キャンプ修了式

ボールで繋がろう
PRO J E C T

夢アシ
PRO J E C T

D R E A M

可能性が無限にある今、世界を知る事で、将来の選択肢を広げます


