
【中学生】【中学生】【中学生】【中学生】    第第第第24242424回日本クラブユ－ス（回日本クラブユ－ス（回日本クラブユ－ス（回日本クラブユ－ス（UUUU----15151515））））    

サッカ－選手権大会福岡支部大会サッカ－選手権大会福岡支部大会サッカ－選手権大会福岡支部大会サッカ－選手権大会福岡支部大会    

 

    

2009.04.182009.04.182009.04.182009.04.18～～～～26262626        会場：ふれあいの森会場：ふれあいの森会場：ふれあいの森会場：ふれあいの森    
●●●●    vsvsvsvs    ACACACAC ファルベンファルベンファルベンファルベン                    ０－１０－１０－１０－１    負け負け負け負け    
△△△△    vsvsvsvs    ＦＣＦＣＦＣＦＣ花鶴花鶴花鶴花鶴                                ２－２２－２２－２２－２    分け分け分け分け    
〇〇〇〇    vsvsvsvs    ＦＣＦＣＦＣＦＣ筥松筥松筥松筥松                                ２－１２－１２－１２－１    勝ち勝ち勝ち勝ち    
〇〇〇〇    vsvsvsvs    西南西南西南西南ＦＣＦＣＦＣＦＣ                                １－０１－０１－０１－０    勝ち勝ち勝ち勝ち    

＜総評＞勝ちきれない試合が続いた後に勝ち点３を取れたことは

大変評価できる事だと思います。ただ内容は今までこだわってきたプ

レーが出てきませんでした。こだわりを持つと言うことは自分の意志を

示す事でもあります。コーチに言われたからプレーをするのではなく自

分の意志で、考えてプレーできるようになると、また違ったプレーが出

てて自分の力になると思います。（安藤） 
 
2009.05.032009.05.032009.05.032009.05.03～～～～04040404        会場：ふれあいの森会場：ふれあいの森会場：ふれあいの森会場：ふれあいの森    
〇〇〇〇    vsvsvsvs    フェルサ大野城フェルサ大野城フェルサ大野城フェルサ大野城ＦＣＦＣＦＣＦＣ        ６－０６－０６－０６－０    勝ち勝ち勝ち勝ち    
〇〇〇〇    vsvsvsvs    ＦＣＦＣＦＣＦＣLapLapLapLapａｓａｓａｓａｓionionionion                    4444－０－０－０－０    勝ち勝ち勝ち勝ち    
 
2009.05.02009.05.02009.05.02009.05.05555                    会場：ふれあいの森会場：ふれあいの森会場：ふれあいの森会場：ふれあいの森    
●●●●    vsvsvsvs    油山カメリア油山カメリア油山カメリア油山カメリア                        1111－２－２－２－２    負け負け負け負け    
 
2009.05.062009.05.062009.05.062009.05.06                    会場：ふれあいの会場：ふれあいの会場：ふれあいの会場：ふれあいの森森森森    
●●●●    vsvsvsvs    東エステーラ東エステーラ東エステーラ東エステーラ                        ０－２０－２０－２０－２    負け負け負け負け    
〇〇〇〇    vsvsvsvs    わかばＦＣわかばＦＣわかばＦＣわかばＦＣ                            ２－１２－１２－１２－１    勝ち勝ち勝ち勝ち    

＜総評＞ゴールデンウィーク中の４連戦そして３種リーグ、過密日程

の中でつかんだ県大会出場、本当によくがんばったと思う。一回りた

くましくまったと思う。ただ、技術面の不足もさることながら、メンタル面

の弱さ、不安定さが課題であると感じた。今後、３種リーグ、そして

運動会等が続くがコンディションを十分に整えて今後の活動に望み

たい。最後に、今大会参加にご協力して頂いた保護者の皆様、地

域の皆様に感謝し、最後のことばとしたい。（大石） 
 

【【【【6666年生】年生】年生】年生】    第第第第33333333回全日本少年サッカ－筑前支部大会回全日本少年サッカ－筑前支部大会回全日本少年サッカ－筑前支部大会回全日本少年サッカ－筑前支部大会

2009.04.262009.04.262009.04.262009.04.26        会場：ＪＡむなかた農地運動場会場：ＪＡむなかた農地運動場会場：ＪＡむなかた農地運動場会場：ＪＡむなかた農地運動場    

                                                                        ２次予選進出ならず２次予選進出ならず２次予選進出ならず２次予選進出ならず        

●●●●    vsvsvsvs    ＤＦＣＪＥＴＤＦＣＪＥＴＤＦＣＪＥＴＤＦＣＪＥＴＳＳＳＳ                        ０－３０－３０－３０－３    負け負け負け負け    
〇〇〇〇    vsvsvsvs    春日野ＦＣ春日野ＦＣ春日野ＦＣ春日野ＦＣ                            ０－１０－１０－１０－１    勝ち勝ち勝ち勝ち    
〇〇〇〇    vsvsvsvs    宇美ＪＦＣ宇美ＪＦＣ宇美ＪＦＣ宇美ＪＦＣ                            １－１１－１１－１１－１    勝ち勝ち勝ち勝ち    

＜総評＞全国の小学生が全国一を目指して戦うこの公式戦

で、勝ち上がる事の厳しさを味わいました。 

１試合目はボールへの寄り、マークへの意識が弱く３点失点し敗

戦しました。２試合目３試合目は『今までやってきたこと、持って

いる力を出し切る』 『逃げない。気持ちで負けない』という、戦う

気持ちを再度、高めて勝利することができました。 

結果は２勝１敗ながら初戦の敗戦がひびき、得失点差で惜しく

も次の２次予選に進むことはできませんでした。いかに失点を少   

               なくするか、また点数を取れる時に ど

れだけ取っておくかということを再認識

させられました。ただ３試合目は 0対 0

の拮抗した試合ながら最後まで勝ち

たい気持ちが良く現れていた良い試合

でした。そのような中、終了間際に得

点し勝利出来たことは今後に繋がる

良い経験となったと思います。今日戦

った気持ちを自分自身で振り返り心

の中にしっかと刻み込んでほしいと思ま 

す。最後に荷物の運搬から会場準備、後片付けまで保護者の 

皆様には多大なご協力を頂きました。ありがとうございました。

（緒方） 

 
 

        －会場利用に際して－ 
 
①各会場にてゴミが目立ちます。ペットボトル等、各自で出

したゴミは持ち帰るようにお願いします。 
②水筒等の忘れ物も目立ちます。各ご家庭にてご注意下さ

い。 
③自家用車の駐車につきましては所定の場所にお願いしま

す。路上駐車は絶対にしないで下さい 

 

 

 

 

 

 

     

 

                   最終順位最終順位最終順位最終順位:福岡支部福岡支部福岡支部福岡支部８８８８位位位位 

                                                                        県県県県大会出場大会出場大会出場大会出場決定！決定！決定！決定！    

＜総評＞「勝利」にはなかなか手が届かなかったものの、攻守共
に好プレーが見られました。慌てて蹴ってしまいがちなプレーもだん
だんと少なくなり、自分で『判断』して『プレーする』場面が少しづつ
ですが増えてきたと感じます。次回はもっと素晴らしいプレーが増え
ることを楽しみにしています。 
PLAYERS FIRST!～試合は子どもたちのもの～ 
試合後も「もっと試合がしたい！」という子供たちの声と笑顔が印
象的でした。保護者の皆様、ご協力をありがとうございました。 
（古賀） 
 

【【【【1,21,21,21,2年生】年生】年生】年生】    第第第第10101010回アビスパ福岡回アビスパ福岡回アビスパ福岡回アビスパ福岡JJJJリーグリーグリーグリーグ        

キッズフェスティバルキッズフェスティバルキッズフェスティバルキッズフェスティバルUUUU――――7,87,87,87,8    

2009.05.162009.05.162009.05.162009.05.16        会場：福岡フットボールセンター会場：福岡フットボールセンター会場：福岡フットボールセンター会場：福岡フットボールセンター    

 

 

<クラブ／窓口、相談問い合わせ連絡先> 

※活動時間場所等に関する問い合わせ 

０９０－３３２６－１０２８（山下） 

※子供のことに関する相談等 

０９０－１０８７－８３４１（大石） 

 

中学中学中学中学
３３３３年生年生年生年生

中学中学中学中学
２２２２ 年生年生年生年生

中学中学中学中学
１１１１年生年生年生年生

小学小学小学小学
６６６６年生年生年生年生

小学小学小学小学
５５５５年生年生年生年生

小学小学小学小学
４４４４ 年生年生年生年生

小学小学小学小学
３３３３年生年生年生年生

小学小学小学小学
２２２２年生年生年生年生

小学小学小学小学
１１１１年生年生年生年生

保育園保育園保育園保育園
幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園

アカデミーアカデミーアカデミーアカデミー

1 金

2222 土土土土JY＞島原招待中学生サッカー大会
9:00-11:30

（終末）

3333 日日日日
JY＞日本クラブユース選手権大会福岡支部大会
（ふれあいの森Ｇ）
JY＞島原招待中学生サッカー大会

4444 月月月月
JY＞日本クラブユース選手権大会福岡支部大会
（千鳥ケ池Ｇ）
JY＞島原招待中学生サッカー大会
5･6年生＞GWフェスティバル

5555 火火火火
JY＞日本クラブユース選手権大会福岡支部大会
（ふれあいの森Ｇ）
5･6年生＞GWフェスティバル

6666 水水水水
JY＞日本クラブユース選手権大会福岡支部大会
（１位～１２位　順位決定戦）（ふれあいの森Ｇ）
4･5年生＞GWフェスティバル

ＧＷフェスティバ
ル運営補助 OFF

7 木

8 金

9999 土土土土
JY＞県３種リーグ戦 第５節（終末）
６年生＞レベルアップリーグ（千代小Ｇ）

レベルアップリー
グ（千代小）

15:00-16:30
（赤間）

19:00-20:30
（グローバルア

リーナ）

全日本少年サッカー大会筑前支部大会
（ＪＡむなかたＧ、杜の宮Ｇ）

10101010 日日日日
JY＞日本クラブユース選手権大会福岡支部大会
（１３位～２５位　順位決定戦）（会場未定）

15:00-16:30
（終末）

全日本少年サッカー大会筑前支部大会
（ＪＡむなかたＧ）

11 月

12 火

13 水

14 木

15 金

16161616 土土土土

６年生＞U-12交流試合（雁ノ巣リクリエーションセン
ター天然芝G）
２年生以下＞アビスパキッズサッカーフェスティバル
（福岡FC）

交流試合
（雁ノ巣）

ＯＦＦ
19:00-20:30

（ミーティング）
（中央公民館）

宗像市立中学校運動会（準備）
U-12県トレセン（雁ノ巣Ｇ）

17171717 日日日日
15:00-16:30

（終末）
13:30-14:30

（終末）
宗像市立中学校運動会

18 月

19 火
第２４回日本クラブユース（Ｕー１５）サッカー
選手権大会福岡県大会抽選会（１９：００～ア
クシオン福岡）

20 水

21 木

22 金

FairSpiritCup
（福岡FC）

24242424 日日日日 岡垣東中学校運動会

25 月

26 火
クロードデュソーコーチングセミナー
（福岡フットボールセンター）

27 水 クロードデュソーコーチングセミナー
（福岡フットボールセンター）

28 木

29 金

30303030 土土土土
19:00-20:30

（自由ヶ丘中） 赤間・赤間西小学校運動会

31313131 日日日日
JY＞県３種リーグ戦 第４節（延期分）vs筑紫野中学
校サッカー部（終末）（１０：００ＫＩＣＫＯＦＦ）

15:00-17:00
（終末）

15:00-16:30
（終末）

津屋崎小学校運動会

OFF

OFF

19:00-21:00
（中央中）

19:00-20:30
（自由ヶ丘中）

19:00-21:00
（自由ヶ丘中）

19:00-21:00
（自由ヶ丘中）

セントラル・サッカーフェスティバル（終末）（午後）
２００８年度活動報告
２００８年度決算報告

岡垣東中学校運動会（準備）

日日日日
曜曜曜曜
日日日日 主主主主なななな活動活動活動活動

ジュニアユジュニアユジュニアユジュニアユ－－－－スススス

19:00-20:30
（自由ヶ丘中）

OFF

9:00-11:30（終末）

9:30-11: 30
（終末）

16:00-18:00（終末）

アビスパ
キッズフェスティバル

（福岡FC）
OFF

OFF

19:00-21:00
（中央中）

19:00-20:30
（自由ヶ丘中）

【今後の活動予定】
・第２回レベルアップリーグ（６年生）
　期日　２００９年　６月２０日（土）
　会場　未定
・ジュニアサマーキャンプ（６年生）
　期日　２００９年　７月２５日（土）・２６日（日）
　会場　宗像終末処理場グラウンド（予定）

　宿泊地　福岡県立少年自然の家「玄海の家」
・Ｕー１１西日本新聞社杯（５年生）
　期日　２００９年　８月２９日（土）・３０日（日）
　会場グローバルアリーナ（宗像市）

★大石コーチが「２００９年度Ｕー１６福岡県トレセンスタッフ」に就任しております。この関係で活動に参加できない場合があります。ご理解とご協力をお願いします。
　 「Ｕー１６福岡県トレセン」は国民体育大会（サッカー少年の部）に参加するチームです。
　九州ミニ国体⇒７月１８日（土）・１９日（日）・２０日（月祝）　（長崎県雲仙市）

◎◎◎◎活動予定活動予定活動予定活動予定はははは都合都合都合都合によりによりによりにより変更変更変更変更するするするする可能性可能性可能性可能性がありますがありますがありますがあります。。。。ごごごご了承下了承下了承下了承下さいさいさいさい。。。。なおなおなおなお、、、、変更変更変更変更があったがあったがあったがあった場合場合場合場合にはにはにはには連絡網等連絡網等連絡網等連絡網等にてにてにてにて連絡差連絡差連絡差連絡差しししし上上上上げますげますげますげます。。。。

TRM（予定）

9:00-11:30
（終末）

県３種リーグ戦 第４節（延期分）
（終末）

OFF

13:30-14: 30
（終末）

OFF

9:30-11:30
（赤間西）

13:30-14: 30
（終末）

13:30-14: 30
（赤間）

そのそのそのその他他他他のののの行事行事行事行事
（（（（トレセントレセントレセントレセン 等等等等））））

ジュニアジュニアジュニアジュニア

OFF
19:00-21:00

（グローバルアリーナ人工芝Ｇ）

23232323 土土土土
４年生、３年生＞アビスパキッズサッカーフェスティ
バル（福岡FC）
４年生＞第2回ＦａｉｒＳｐｉｒｉｔＣｕｐ（福岡FC）

9:00-11:30
（終末）

19:00-20:30
（自由ヶ丘中）

ＯＦＦ

ＣＪＹ福岡支部大会

CJY福岡支部大会
（会場未定）

OFF
19:00-21:00

（グローバルアリーナ人工芝Ｇ）

県３種リーグ戦 第５節
（終末）

アビスパ
キッズフェスティバル

（福岡FC）
（午前）

18:30-20:30
（ＪＡむなかたＧ）

ミーティング
19:00-20:45

（赤間西コミセン会議室）

OFF

GWフェスティバル
（終末）

GWフェスティバル
（終末）

18:30-20:30
（ＪＡむなかたＧ）

CJY
福岡支部

大会

島原招待中学生
サッカー大会

 


