
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【６年生】【６年生】【６年生】【６年生】川崎川崎川崎川崎 FCFCFCFC とのとのとのとの８８８８人制トレーニングマッチ人制トレーニングマッチ人制トレーニングマッチ人制トレーニングマッチ    
2009.06.14 2009.06.14 2009.06.14 2009.06.14 宗像ふれあいの森総合公園宗像ふれあいの森総合公園宗像ふれあいの森総合公園宗像ふれあいの森総合公園ＧＧＧＧ        

１本目１本目１本目１本目    ２－２２－２２－２２－２        △分け△分け△分け△分け        得点者＝今谷得点者＝今谷得点者＝今谷得点者＝今谷    吉富吉富吉富吉富    
２本目２本目２本目２本目    ４－０４－０４－０４－０        ○勝ち○勝ち○勝ち○勝ち        得点者＝花田得点者＝花田得点者＝花田得点者＝花田    熊井熊井熊井熊井    今谷２今谷２今谷２今谷２    
３本目３本目３本目３本目    ３－１３－１３－１３－１        ○勝ち○勝ち○勝ち○勝ち        得点者＝吉冨得点者＝吉冨得点者＝吉冨得点者＝吉冨    橋本橋本橋本橋本    花田花田花田花田    

＜総評＞来週から始まる「エイトマンカップ」を想定したトレーニングマッチ。 
各選手の特徴を活かせるポジションと攻撃方法を試すことができた。一方で、
運動量を保持することが課題となるが、今すぐに体力アップを図ることは難し
く、足りない部分はメンタルやチームの雰囲気でカバーしたい。   （古賀） 

 

【５【５【５【５年生年生年生年生】】】】FCFCFCFC 河東、森都河東、森都河東、森都河東、森都 SCSCSCSC との交歓試合との交歓試合との交歓試合との交歓試合（（（（８８８８人制）人制）人制）人制）    
2009.06.07 2009.06.07 2009.06.07 2009.06.07 宗像ふれあいの森総合公園Ｇ宗像ふれあいの森総合公園Ｇ宗像ふれあいの森総合公園Ｇ宗像ふれあいの森総合公園Ｇ        

vs.vs.vs.vs.森都森都森都森都 SCSCSCSC                                    
vs.vs.vs.vs.FCFCFCFC 河東河東河東河東                                    
vs.vs.vs.vs.セントラルＡ（６年生）セントラルＡ（６年生）セントラルＡ（６年生）セントラルＡ（６年生）        

＜総評＞高い運動量とボールを失わないことを心掛け臨んだ。しかし、相手に
ボールを奪われることが多かったので、ボールキープ等、より実戦的な技術の習
得が必要ではないかと思った。トレーニング、試合を通して身に着けていければ
と思う。                                  （小川） 

【【【【６６６６年生】年生】年生】年生】FCFCFCFC 河東、森都河東、森都河東、森都河東、森都 SCSCSCSC との交歓試合（との交歓試合（との交歓試合（との交歓試合（８８８８人制）人制）人制）人制）    
2009.06.07 2009.06.07 2009.06.07 2009.06.07 宗像ふれあいの森総合公園多目的グラウンド宗像ふれあいの森総合公園多目的グラウンド宗像ふれあいの森総合公園多目的グラウンド宗像ふれあいの森総合公園多目的グラウンド        

vs.vs.vs.vs.FCFCFCFC 河東河東河東河東    
vs.vs.vs.vs.森都森都森都森都 SCSCSCSC    
vs.vs.vs.vs.セントラルＢ（５年生）セントラルＢ（５年生）セントラルＢ（５年生）セントラルＢ（５年生）    

＜総評＞テーマは「相手にボールを奪われずに前に運ぶ事」としましたが、足
元でのプレーが多く、相手の運動量と出足のまえにうまくいかない事が多く見ら
れました。スペースの有効な使い方やボールの受け方等をこれからのトレーニン
グの課題として夏に向けて大きく成長して欲しいと思います。また、メンタル的に
も「もっと勝ちたい！」「上手くなりたい！」と日々努力をしていけるように、チー
ム全体で盛り上げていければ良いと思っています。         （結城） 

 

 
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 水

2 木

3 金

宗像U 10リーグ
8: 00-12:00

（福間南小学校 ）
13:30-15:00 15:30-16:30

13:30-15 :30
（終末）

17:00-18:30 14:00-15:00

6 月

7 火

8 水

9 木

13:30-15 :30 13:30-15:00 15:30-16:30

12121212 日日日日

13 月
Ｕ－１６福岡県 トレセン国体 選抜vs宗 像高 校
サッカ ー部（グローバ ルアリーナ人工 芝Ｇ
18:00KO）

14 火

15 水

16 木

17 金 宗像市立小中学校 終業式

18181818 土土土土
19: 00-20 :30

（自 由ヶ丘 中）
エイト マンカップ筑前 支部大 会

9: 30-10:30

20202020 月月月月
U-12県 トレセン（福岡FC）
エイト マンカップ筑前 支部大 会（予備日 ）

21 火

22 水
西南FCとのTRM

18: 00-21 :00
（ｸﾞ ﾛー ﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ）

23 木

24 金

25252525 土土土土
19: 00-20 :30

（自 由ヶ丘 中）

17:00-18:30 14:00-15:00

27 月

28 火
19 :00-20:30

（自由 ヶ丘中 ）

西南 FCとのT RM
18:00-21 :00

（ｸﾞﾛｰﾊ ﾞﾙｱ ﾘー ﾅ）

19: 00-20 :30
（自 由ヶ丘 中）

全日 本ユース（U-15）サッカー 選手件 大会福
岡支 部大会 代表者 会議（19:00-　福岡 市立平
尾中 学校会 議室）

29 水

30 木

31 金

OFF

10 金
フォ ルテFCとの TRM

18:30-21:00
（グローバル アリーナ）

未定

26262626 日日日日
14: 30-17:00

（終末 処理場 ）

サマーキャンプ
（宿泊地：少年自然
の家「玄海の家」）
（ＪＡむなかた農地

運動場）

（赤間 小学校 ）

15: 30-16 :30

19:00-20:30
（自由ヶ丘 中学校 ）

10: 30-11 :30

9:30-11:30
（赤 間西小学校） OFF

TR M
（終末 処理場 ）

11111111 土土土土

5555 日日日日

九 州高校 他との TRM
12:30-17:30
（福岡 FC）

9:30-11:30
（赤 間西小学校）

9:00-11:30
（終 末処理 場）

15: 30-16 :30

19: 00-21:00
（自由 ヶ丘中 学校）

19:00-20:30
（自由ヶ丘 中学校 ）

19: 00-20 :30
（自 由ヶ丘 中）

日日日日
曜曜曜曜
日日日日

ジュニアユジュニアユジュニアユジュニアユ－－－－スススス ジュニアジュニアジュニアジュニア

19: 00-21:00
（自由 ヶ丘中 学校）

19:00-20:30
（自由ヶ丘 中学校 ）

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））））

19: 00-21:00
（自由 ヶ丘中 学校）

（終 末処理場）

17: 00-18 :00

19: 00-21:00
（自由 ヶ丘中 学校）

19191919 日日日日
TRM
午後

（赤間 小学校 ）

トレーニング及 び公認 Ｃ級 コーチ養成 講習会
8:30-17:30

トレーニング：9:00-11:00
公認 Ｃ級コーチ要 請講習 会参加 ：12:30-17:00

（福岡FC人工芝 Ｇ）

TR M
13: 00-16:30

4444 土土土土

19: 00-21:00
（自由 ヶ丘中 学校）

19:00-20:30
（自由ヶ丘 中学校 ）

19:00-20:30
（自由ヶ丘 中学校 ）

19: 00-21:00
（自由 ヶ丘中 学校）

9:30-11:30
（赤 間西小学校）

エイト マンカップ筑前 支部大 会

9:00-11 :30

19: 00-20 :30
（自 由ヶ丘 中）

TRM
（赤間 小学校 ）

17: 00-18 :00

（赤間小 学校）

19: 00-21:00
（自由 ヶ丘中 学校）

TRM
9:00-11: 30

（終 末処理 場） （赤間 小学校 ）

寝屋川 レグル ス（大 阪）、油山 カメリアとのTR M
7:30-17:00

（終末 処理場 ）

（終末処理場）

19: 00-21:00
（自由 ヶ丘中 学校）

福岡 市SS2002、川崎ＦＣとのTRM
7:00-16:30

（大 任町総 合運動 公園）

未定

19:00-20:30
（自由ヶ丘 中学校 ）

19: 00-21:00
（自由 ヶ丘中 学校）

19: 00-21:00
（自由 ヶ丘中 学校）

ジュニアユース・フェスティバル
（アグリパー ク＝築 上町）
18日 ＝フラ ッププライ ド

19日＝ 川崎FC
20日 ＝IB UKI北九州
※ 3日 間とも日 帰り

7:30～ 17:30

19:00-20:30
（自由ヶ丘 中学校 ）

19: 00-21:00
（自由 ヶ丘中 学校）

◎◎◎◎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。。。。

19: 00-21:00
（自由 ヶ丘中 学校）

折尾 愛真高 等学校 サッカー部 とのTR M
12: 30-17:30

（終末 処理場 ）

19:00-20:30
（自由 ヶ丘中）

19: 00-21:00
（自由 ヶ丘中 学校）

9:30-11:30
（赤間西小）

T RM
13:00-18:00

（終 末処理 場）

 

【６年生】【６年生】【６年生】【６年生】            2009200920092009 年度年度年度年度    第１回福岡県Ｕ－１２ジュニアサッカー「エイトマンカップ」宗像地区大会第１回福岡県Ｕ－１２ジュニアサッカー「エイトマンカップ」宗像地区大会第１回福岡県Ｕ－１２ジュニアサッカー「エイトマンカップ」宗像地区大会第１回福岡県Ｕ－１２ジュニアサッカー「エイトマンカップ」宗像地区大会            
    

    

    

    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜総評＞昨年度まで実施されていた「さわやか杯」にかわる公式戦としてエイト 
マンカップが実施されました。８人制での公式戦であり各チームの戦い方が良く 
分からない中での試合でしたが，当チームは今までやってきた「先にボールにさわる，ボールを落ち着かせてパスをつないでボールを運ぶ」ということを
徹底して戦いました。結果は予選リーグは１位通過ができました。決勝リーグは惜しく一勝一敗で２位通過となりました。最後の筑前支部進出を
かけた３位決定戦では延長戦でも決着がつかず，ＰＫで惜しくも進出する事が出来ませんでした。ただこの大会を通じて精神的なこと，技術的なこ
とも含め少しずつ成長しているように感じました。次はふよう杯とＪＡカップを目標にさらにトレーニングを積んでいきたいと思います。最後に急な会場
変更等保護者の皆さまには大変お世話になりました。ありがとうございました。                                 （緒方） 

２－２２－２２－２２－２    △分け△分け△分け△分け    得点者＝花田得点者＝花田得点者＝花田得点者＝花田    吉富吉富吉富吉富    

２－２２－２２－２２－２    △分け△分け△分け△分け    得点者＝花田得点者＝花田得点者＝花田得点者＝花田    吉富吉富吉富吉富    

２－１２－１２－１２－１    ○勝ち○勝ち○勝ち○勝ち    得点者＝花田得点者＝花田得点者＝花田得点者＝花田    大渕大渕大渕大渕    

２－０２－０２－０２－０    ○勝ち○勝ち○勝ち○勝ち    得点者＝橋本得点者＝橋本得点者＝橋本得点者＝橋本    花田花田花田花田    

８－０８－０８－０８－０    ○勝ち○勝ち○勝ち○勝ち    得点者＝花田４得点者＝花田４得点者＝花田４得点者＝花田４    橋本２橋本２橋本２橋本２    前田前田前田前田    吉田吉田吉田吉田    

    

vs.vs.vs.vs.森都ＳＣ森都ＳＣ森都ＳＣ森都ＳＣ 
vs.vs.vs.vs.ＦＣ河東ＦＣ河東ＦＣ河東ＦＣ河東    
vs.vs.vs.vs.東郷ＦＣ東郷ＦＣ東郷ＦＣ東郷ＦＣ 
vs.vs.vs.vs.ＦＣ福間ＦＣ福間ＦＣ福間ＦＣ福間 
vs.vs.vs.vs.福南ＪＳＣ福南ＪＳＣ福南ＪＳＣ福南ＪＳＣ 

 
※※※※予選リーグＡパート１位にて決勝リーグへ進出！予選リーグＡパート１位にて決勝リーグへ進出！予選リーグＡパート１位にて決勝リーグへ進出！予選リーグＡパート１位にて決勝リーグへ進出！    

※決勝リーグ２位にて順位決定戦※決勝リーグ２位にて順位決定戦※決勝リーグ２位にて順位決定戦※決勝リーグ２位にて順位決定戦((((３位３位３位３位))))に進出に進出に進出に進出    

vs.vs.vs.vs.森都ＳＣ森都ＳＣ森都ＳＣ森都ＳＣ    
vs.vs.vs.vs.自由ヶ丘ＳＣ自由ヶ丘ＳＣ自由ヶ丘ＳＣ自由ヶ丘ＳＣ    
 

０－１０－１０－１０－１    ●負け●負け●負け●負け    
３－０３－０３－０３－０    ○勝ち○勝ち○勝ち○勝ち    得点者＝吉富得点者＝吉富得点者＝吉富得点者＝吉富    今谷今谷今谷今谷    橋本橋本橋本橋本    

３位順位決定戦３位順位決定戦３位順位決定戦３位順位決定戦    2009.06.2009.06.2009.06.2009.06.27272727    福津市総合運動公園なまずの郷福津市総合運動公園なまずの郷福津市総合運動公園なまずの郷福津市総合運動公園なまずの郷 GGGG    

    

※※※※宗像地区予選４位にて筑前支部大会進出ならず宗像地区予選４位にて筑前支部大会進出ならず宗像地区予選４位にて筑前支部大会進出ならず宗像地区予選４位にて筑前支部大会進出ならず    

予選リーグ予選リーグ予選リーグ予選リーグ                2009.06.202009.06.202009.06.202009.06.20・・・・21212121    宗像ふれあいの森総合公園宗像ふれあいの森総合公園宗像ふれあいの森総合公園宗像ふれあいの森総合公園 GGGG ほかほかほかほか 

決勝リーグ決勝リーグ決勝リーグ決勝リーグ                2009.06.272009.06.272009.06.272009.06.27    福津市総合運動公園なまずの郷福津市総合運動公園なまずの郷福津市総合運動公園なまずの郷福津市総合運動公園なまずの郷 GGGG    

 

vs.vs.vs.vs.ＦＣ神興ＦＣ神興ＦＣ神興ＦＣ神興    ０－００－００－００－０    
０－００－００－００－０（延長）（延長）（延長）（延長）        １－４１－４１－４１－４（ＰＫ）（ＰＫ）（ＰＫ）（ＰＫ）    ●負け●負け●負け●負け    

    

 

 

【４年生】【４年生】【４年生】【４年生】宗像（宗像（宗像（宗像（UUUU----10101010））））8888 人制リーグ戦（第人制リーグ戦（第人制リーグ戦（第人制リーグ戦（第 1111 節）節）節）節）    
2009.07.04 2009.07.04 2009.07.04 2009.07.04 福津市立福間南小学校福津市立福間南小学校福津市立福間南小学校福津市立福間南小学校 GGGG        

 vs.vs.vs.vs.上西郷ＷＫ上西郷ＷＫ上西郷ＷＫ上西郷ＷＫ    
vs.vs.vs.vs.森都ＳＣ森都ＳＣ森都ＳＣ森都ＳＣ    

 

０－６０－６０－６０－６    ●負け●負け●負け●負け    
０－００－００－００－０    △分け△分け△分け△分け    

＜総評＞本年度より宗像地区 U-10(4 年生以下)の 8 人制リーグ
戦が開催した。宗像市と福津市の 12 チームによる総当り戦で競う
ことになるが、第 1 節は 2 試合を行い 1 敗 1 分けで勝ち点 1。 
参加選手は、いつもに増して積極的なプレーが印象的であった。 
まだまだ上手くいかないことが多いが、普段からのトレーニングで一
歩ずつ技術を積み重ね、本リーグ戦にチャレンジしていきたい。 
次節では、初ゴールと初勝利を目指して戦おう。    （古賀） 

 

 

１－６１－６１－６１－６    ●負け●負け●負け●負け    
０－５０－５０－５０－５    ●負け●負け●負け●負け    
１－６１－６１－６１－６    ●負け●負け●負け●負け    
    

３－２３－２３－２３－２    ○勝ち○勝ち○勝ち○勝ち    
１１１１－５－５－５－５    ●負け●負け●負け●負け    
６－１６－１６－１６－１    ○勝ち○勝ち○勝ち○勝ち    

【４年生】【４年生】【４年生】【４年生】粕屋粕屋粕屋粕屋 JSCJSCJSCJSC とのとのとのとの 8888 人制人制人制人制トレーニングマッチトレーニングマッチトレーニングマッチトレーニングマッチ    
2009.06.28 2009.06.28 2009.06.28 2009.06.28 宗像終末処理場グラウンド宗像終末処理場グラウンド宗像終末処理場グラウンド宗像終末処理場グラウンド        

 ＜総評＞8 人制で 15 分ゲーム 9 本を行いました。ボールを繋ごうと
する意識は見られるものの、プレッシャーが掛かると慌てて蹴ってしまう
場面が多く見られました。ゲーム経験を積む必要もありますが、個人
技術を向上するようトレーニングを通じて「自信」が持てるようになって
もらいたいと思います。                    （古賀） 

 

【今後の主な予定】 

８月８日（土）・９日（日）・２２日（土）・２３日（日） ＪＹ＞高円宮杯全日本ユース（Ｕ－１５）サッカー選手権大会福岡支部大会（会場未定） 

８月２２日(土）・２３日（日）（１泊２日）６年生＞ふよう杯親善サッカー大会（グローバルアリーナ） 

８月２４日（月）・２５日（火）・２６日（水）ＪＹＵ－１４＞ＡＳＥキャンプ（長崎県諫早市） 

８月２９日（土）・３０日（日）６年生＞ＪＡカップ宗像ジュニアサッカー大会（ＪＡむなかた農地運動場） 

８月２９日（土）・３０日（日）（１泊２日）５年生＞Ｕ－１１西日本新聞社杯（グローバルアリーナ） 

８月２９日（土）４年生＞Ｕ－１０セントラルフェスティバル（会場未定） 

８月３０日（日）ＪＹ＞Ｕ－１４セントラルフェスティバル（会場未定） 


