
２０１９シーズン
全保連琉球デイゴス 選手募集要項



全保連琉球デイゴスとは

目指すは沖縄県勢初となる「女性」による全国リーグ「なでしこリーグ」参入！

２０１４年７月、「女性」アスリートによる沖縄県勢初の全国リーグ参入を目標に設立。沖縄県には
サッカーJ３リーグ「FC琉球」、バスケットボールBリーグ「琉球ゴールデンキングス」、ハンドボール
1部リーグ「琉球コラソン」がありますが女性が全国リーグで活躍する土壌が整備されていません。
全保連琉球デイゴスはなでしこリーグに参入し、沖縄県でスポーツをする女の子達の夢となれるよう活
動していきます。

実績
2014年7月：チーム結成
2015年4月：九州なでしこ杯沖縄県予選にて沖縄県初制覇
2015年8月：皇后杯沖縄県予選にて初優勝し皇后杯九州予選へ進出
2015年10月：皇后杯九州予選で準優勝し沖縄県勢初の皇后杯本戦へ出場
2016年1月：九州チャレンジリーグ・チャレンジカップで準優勝し九州リーグ2部参入
2016年4月：九州なでしこ杯沖縄県予選にて同大会２連覇
2016年12月：通算6勝1敗、勝点１８、得失点差＋３０にて九州リーグ2部初優勝
2017年4月：九州なでしこ杯沖縄県予選にて同大会２連覇
2017年5月：九州なでしこ杯にて3位
2017年10月：シードで皇后杯九州予選出場。ベスト８で敗退し皇后杯出場を逃す
2017年12月：通算9勝1敗、勝点３１、得失点差＋２０にて九州リーグ1部初優勝
2018年10月：皇后杯九州予選で優勝し、2度目の皇后杯出場

運営会社概要

法人名：株式会社沖縄ウィメンズスポーツクラブ
事務所所在地：沖縄県浦添市伊祖４－６－７コーポテルヤ２０１
拠点：沖縄県（浦添市・中城村・北中城村・西原町・金武町・恩納村・糸満市）
所属リーグ：九州女子サッカーリーグDiv1



クラブ理念「７つの誓い」

①「沖縄県女子チーム初の全国リーグ優勝をめざします」
沖縄県は高体連登録された女子サッカー選手は全国で３位、人口比率では日本一の「女子サッカー王国」です。全保連琉球デイゴスは日々の活動を通
して多くの女子サッカー選手の目標となり、県民の夢や希望を担えることができるチームをめざします。

②「沖縄から世界を目指すチーム運営をしていきます」
なでしこリーグ参入・優勝を目指すことはもちろん、オリンピックや２ワールドカップへの所属選手の出場を目標とします。全保連琉球デイゴスがめ
ざすのは県民の皆様に応援され世界へ羽ばたくチーム・プレイヤーを育成することです。地域密着型のクラブ運営を通じて県民の皆様と喜びを共有で
きるよう取り組んでまいります。

③「Sports Comunity」の創出
全保連琉球デイゴスはスポーツの持つ力で幅広い年代の県民へ元気を届けるために様々な活動を推進していきます。県民の健康に貢献し、県民の交流
の機会を創出し、スポーツと生活が融合した心繋がるコミュニティ＝Sports Comunityを創りあげます。全保連琉球デイゴスは常にスポーツが身近に
ある社会の実現に寄与します。

④「沖縄から世界へはばたく」選手の育成
沖縄で活動する選手が県外へ行くことなく、沖縄県で世界をめざして活動する受け皿となるために全保連琉球デイゴスは環境の整備をおこない、世界
の舞台で戦うことができる才能の育成に努めていきます。

⑤「サッカーと観光産業の融合」
サッカーのワールドカップは世界214ヶ国、延べ263億人が視聴する世界で一番人気のあるスポーツです。また、沖縄県は東アジア地区において中心に
位置する位置にあり産業として「観光」が確立されています。今までのように「青い海」「青い空」だけではなく新たに沖縄県に「サッカーを見に行
く」という目的型観光の確立によって新規観光客の獲得と増大に寄与していきます。

⑥「Ｐｌａｙ Ｆｏｒ Ｐｅａｃｅ」
全保連琉球デイゴスは先の大戦において日本国内唯一の地上戦を体験した沖縄をホームとする我々の使命としてスポーツでの平和活動を推進します。
それは沖縄らしい、沖縄でしかできない、夢を託せるチームをめざし、人種を超えた「在日米兵の関係者」や「世界で活躍する沖縄出身移民子孫」の
積極的なチーム参加を促していきます。

⑦「沖縄県民から愛されるチーム」
全保連琉球デイゴスの活動は安心・安全、そして沖縄県民から信頼されるチームを目指します。地域スポーツのする・みる・支える喜びを県民と共
有し、地域に誇りと魅力をもたらしてまいります。我々の活動と地域が密接な関係を持ち、またそれを支える仕組みを県民、行政、企業などそれぞれ
の特質を活かして構築することでよりよい社会の形成に貢献していきます。



クラブスローガン・キーワード・ヴィジョン

クラブスローガン

昨日までの自分を、今日乗り越える努力を！ ～Get  Over  Yourself～

ＬＯＶＥ

Ｌ
Labor
努力する

Ｏ
Order

秩序を持つ

Ｖ
Victory
勝者

Ｅ
Earnest

真面目・本気

全保連琉球デイゴスはチームの勝利のために選手全員が本気で努力し
秩序をもった行動で県民に愛され、世界へ羽ばたく選手を

育成することを目指していきます。

クラブキーワード

沖縄の女子サッカーをリードし女子サッカー王国「沖縄」へ

ヴィジョン



２０１８シーズン所属選手

年齢：２７
職業：社会人

（（株）KPG HOTEL&RESORT）
前所属：Hesston College

年齢：２７
職業：社会人

（フロントスタッフ）
前所属：ニッパツ横浜

シーガールス

年齢：３０
職業：社会人

（沖縄ヤマト運輸（株））
前所属：ディオッサ出雲

年齢：３０
職業：社会人

（沖縄県南部福祉事務所）
前所属：ディオッサ出雲

年齢：３０
職業：社会人

（株）ホット沖縄）
前所属：伊賀フットボール

クラブくノ一

年齢：２１
職業：社会人

（沖縄綜合警備保障（株））
前所属：沖縄県立小禄高校

年齢：２８
職業：社会人

（全保連（株））
前所属：アンジュヴィオレ広島

年齢：２７
職業：社会人

（（株） KPG HOTEL&RESORT）
前所属：尚美学園大学

年齢：３１
職業：社会人

（（株）メガスポーツ）
前所属：NGU名古屋FCレディース

年齢：２８
職業：社会人

（沖縄県中部福祉事務所）
前所属：ASハリマアルビオン

年齢：３３
職業：社会人

（沖縄ヤマト運輸（株））
前所属：バニーズ京都SC

年齢：２６
職業：社会人

（全保連（株））
前所属：ノジマステラ神奈川

年齢：２２
職業：学生

（名桜大学）
前所属：沖縄県立名護高校

年齢：２３
職業：社会人

（沖縄綜合警備保障（株））
前所属：沖縄県立美里高校

年齢：２５
職業：社会人

（沖縄オーガニッククリエイト（株））
前所属：新潟医療福祉大学

年齢：２６
職業：社会人

（沖縄綜合警備保障（株））
前所属：オルカ鴨川

年齢：３３
職業：社会人

（沖縄ヤマト運輸（株））
前所属：バニーズ京都SC

年齢：２９
職業：社会人

（沖縄ヤマト運輸）
前所属：福岡Jアンクラス

年齢：17
職業：学生

（Kadena High School）
前所属：グランフォルティス沖縄

年齢：1８
職業：学生

（FC琉球高等学院）
前所属：浦和レッズレディースユース

年齢：２４
職業：社会人

（㈱ちゅらら）
前所属：福岡Ｊ・アンクラス



「世界」見据えたチーム作り

「世界」を知る元日本代表経験者による指導
全保連琉球ＤＥＩＧＯＳのなでしこリーグ加入、２０２３年日本開催予定女子ワールドカップへ選手派遣という夢の実現に賛同し、
２０１７シーズンより元日本代表の経歴を持つ山木里恵が監督に就任。多くの経験を持つ指導者がチームを率いることで、沖縄県内
はもちろん日本を代表するチームへの地盤固めが進んでおります。

山木 里恵 監督 略歴
千葉県出身/DF/誕生日1975年10月2日（41歳）

【選 手 歴】
1989-1993 日産FCレディース
1994-1998 日興証券女子サッカー部ドリームレディース
1999-2000 1.FFCフランクフルト（ドイツ）
2000-2001 プレデター（フットサル）
2002-2004 大原学園JaSRA女子サッカークラブ
2005-2009 バルドラール浦安ラス・ボニータス（フットサル）

【タイトル】
1989年 ヤングプレーヤー賞（新人賞）
1997年 最優秀選手
1993年、1994年、1995年、1997年 ベストイレブン

【チームタイトル】
日本女子サッカーリーグ 優勝3回（1996,1997,1998）

準優勝1回（1995）
皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 優勝1回（1996）
全日本女子フットサル選手権大会 準優勝3回（2006,2007,2009）

3位1回（2008）

【日 本 代 表 歴：1993～1999】
FIFA女子ワールドカップ出場2回（1995,1999）
アトランタオリンピック出場1回（1996）
アジア選手権大会出場3回（1993,1995,1997）
アジア競技大会出場2回（1994,1998）
（国際Aマッチ出場数50試合/3得点）

【指導歴】
2005-2007 千葉サッカークラブレディース監督
2015-2016 東京国際大学女子サッカー部コーチ



トレーニング環境について

金武町フットボールセンター
（金武町）

ANAスポーツパーク浦添
（浦添市）

沖縄県総合運動公園
蹴球場（沖縄市）

しおさい公苑
（北中城村）

練習拠点

２月から１２月まで、週５回～６回の練習を行います（土日は公式戦・練習試合の場合もあり）

練習スケジュール

平日：１８：００～２０：００ 土日祝：試合・クラブイベント等あるため固定していません

練習時間

・提携スポーツジムでのトレーニングジム、プール、天然温泉の無料利用
・提携整骨院での無料施術

その他



２０１９年新選手募集要項

①対 象：18歳以上のサッカー経験者（前年度 高校・大学・クラブチーム所属選手）
※高校生は2019年3月卒業見込み者

②条 件：クラブが定めた活動スケジュールに年間を通して参加できること。
チーム理念に基づき、全保連琉球デイゴス選手として地域での様々な活動へ参加できること。

③契約期間：2019年2月1日～2020年1月31日の1年契約となります。
チーム運営会社と選手契約を締結します。

④入団待遇：クラブにてスポーツ保険の加入
活動に必要な練習着・ユニフォームの完全支給 ※スパイク・インナー等は含みません
クラブが定めた遠征に伴う宿泊・食事・移動費の支給

⑤チーム活動：火～金 練習（２時間程度）
土・日・祝日は試合（公式戦・TRM）及びクラブイベント

⑥就労について ：スポンサー企業での就労斡旋を行っています。
1年間の契約社員としてスポンサー企業で雇用いただきます。
平日8時～17時の間での就労／社会保険・厚生年金・雇用保険等加入
給与支給額：総支給１８万円以上

⑦その他条件等
・出場・得点数等、チームでの活躍内容によって手当あり



入団の流れ

（２０１８年１２月まで）
入団希望の届け出

（２０１９年１月まで）
練習参加期間

（２０１９年２月から）
新シーズン始動

デイゴスへ入団希望の方は履
歴書を送付ください。
2018年12月25日(火)必着
履歴書備考欄に
①過去所属チーム（選手歴）
②代表歴
③ポジション
④利き足
⑤身長
の記入をお願いいたします。

練習に参加していただき、契約
するとともに以下のことを行い
ます。
・住居手配
・就労先面接
・引越、移動

※上記手配の際はチーム担当者
が相談に応じます。

2月1日よりチームに合流して
いただきます。
※現在の雇用先や学校の都合で
合流できない場合は事前に
ご相談ください。

3月からはトレーニングマッチ
や公式戦を予定していますので
可能な限り早めのチーム合流を
お願いいたします。

ご不明な点や話を聞いてみたい選手の皆様、
お気軽にお問い合わせください！

株式会社沖縄ウィメンズスポーツクラブ
住所：沖縄県浦添市伊祖４-６-７コーポテルヤ２０１
TEL：098-917-6077 携帯：090-8596-4823（担当：神川）
Mail：kamikawa@deigos.com


