
 

<総評>６年生の前半戦の締めくくりとなる大切な大会で選手も非常にやる気を出していました。エイトマンカップ以降，夏の合宿，種々の
トレーニングマッチや大会，泊りでのふよう杯とこれまでトレーニングを積んできたことを結果として全力で出し切る大切な大会でした。試合は
拮抗した試合が多かったものの，選手全員が一丸となりとても頑張っていました。特に準決勝での上西郷 WK との試合は負けはしたものの
ボールの支配率などは相手を上回っていたように思います。今までの好ゲームのひとつに数えれると思います。結果として６年生の大きな目
標であったＪＡカップでみごと３位入賞を果たせた事は選手だけでなく我々スタッフ，保護者の皆様にとっても思い出に残る大会となった思い
ます。またベストイレブンとしてキャプテンの花田一輝君が選出されました。最後にテント等の運搬や大会後に行われた懇親会（打上げ）
等，保護者の皆様にはとてもお世話になりました。感謝いたします。ありがとうございました。そして選手のみんな３位入賞本当におめでと
う！次の目標に向かいまた頑張りましょう！ (緒方) 
 

【６年生】【６年生】【６年生】【６年生】第第第第 15151515 回回回回 JAJAJAJA カップ宗像ジュニアサッカー大会カップ宗像ジュニアサッカー大会カップ宗像ジュニアサッカー大会カップ宗像ジュニアサッカー大会 

2009.08.29 2009.08.29 2009.08.29 2009.08.29     宗像中央中学校，ＪＡむなかたグランド宗像中央中学校，ＪＡむなかたグランド宗像中央中学校，ＪＡむなかたグランド宗像中央中学校，ＪＡむなかたグランド 

vs.vs.vs.vs.FCFCFCFC 玄海玄海玄海玄海    
vs.vs.vs.vs.FCFCFCFC 日の里日の里日の里日の里    
vs.vs.vs.vs.FCFCFCFC 神輿神輿神輿神輿 

vs.vs.vs.vs.FCFCFCFC 日の里日の里日の里日の里    
vs.vs.vs.vs.FCFCFCFC 上西郷ＷＫ上西郷ＷＫ上西郷ＷＫ上西郷ＷＫ 

１－０１－０１－０１－０    ○勝ち○勝ち○勝ち○勝ち    
０－００－００－００－０    △△△△分け分け分け分け    
０－３０－３０－３０－３    ●負け●負け●負け●負け    

 

vs.vs.vs.vs.西南西南西南西南 FCFCFCFC    
vs.vs.vs.vs.YYYY----EASTFCEASTFCEASTFCEASTFC 

 

１－０１－０１－０１－０    ○勝ち○勝ち○勝ち○勝ち    
０－３０－３０－３０－３    ●負け●負け●負け●負け    

 

 

【６年生】【６年生】【６年生】【６年生】第第第第 17171717 回ふよう杯回ふよう杯回ふよう杯回ふよう杯    親善サッカー大会親善サッカー大会親善サッカー大会親善サッカー大会 

2009.08.222009.08.222009.08.222009.08.22        宗像グローバルアリーナ宗像グローバルアリーナ宗像グローバルアリーナ宗像グローバルアリーナ        

<総評>次週のＪＡカップ前の大会でゲームのやり方やポジショ
ンの確認等色々試して試合を行いました。ただ『走る』『ボー
ルをとられたら取り返す』という基本的な部分も再度，意識付
を行いました。またグローバルでの宿泊であったこともありチーム
としての一体感も作れたように思います。また空き時間には
色々なチームと人工芝のグランドでトレーニングマッチを行う事
が出来ました。実際の試合数以上にサッカーを楽しめたように
感じます。ゆとりがあれば前泊してもっと試合をしても良い様に
感じました。最後に猛暑の中での大会で選手の体調管理に
は非常に気を付けております。観戦される保護者の皆さまに
おかれましても充分な水分補給や帽子の着用など暑さ対策
を行って下さい。宜しくお願いします。(緒方) 

 

BBBB パート１位・ＡＢパート２位にて決勝トーナメントパート１位・ＡＢパート２位にて決勝トーナメントパート１位・ＡＢパート２位にて決勝トーナメントパート１位・ＡＢパート２位にて決勝トーナメント進進進進出出出出    

～～～～    ３位３位３位３位表彰表彰表彰表彰    ～～～～    

０－２０－２０－２０－２    ●負け●負け●負け●負け    
３－１３－１３－１３－１    ○勝ち○勝ち○勝ち○勝ち    

 

vs.vs.vs.vs.早良早良早良早良 FCFCFCFC    
vs.vs.vs.vs.嬉野嬉野嬉野嬉野 FCFCFCFC 

 

１－３１－３１－３１－３    ●負け●負け●負け●負け    
３－１３－１３－１３－１    ○勝ち○勝ち○勝ち○勝ち    

 

※※※※３位トーナメント進出３位トーナメント進出３位トーナメント進出３位トーナメント進出    

【５年生】福岡【５年生】福岡【５年生】福岡【５年生】福岡 YMCAYMCAYMCAYMCA、わかば、わかば、わかば、わかば FCFCFCFC とのﾄﾚｰﾆﾝｸﾞマッチとのﾄﾚｰﾆﾝｸﾞマッチとのﾄﾚｰﾆﾝｸﾞマッチとのﾄﾚｰﾆﾝｸﾞマッチ 

2009.08.02 2009.08.02 2009.08.02 2009.08.02     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>13 名の参加で計５試合とハードなスケジュールでしたが、選手達
は最後まで諦めず戦ってくれたのが印象的でした。その中で、テーマとして
動きながらボールを正確に蹴る、止めるといった日頃の練習で行っている
事を試合の中で意識してプレーをしよう！と投げかけました。蹴る、止める
という技術面は今後にも課題として残るシーンが多かったのですが、選手
が顔をあげて(周りを観る)ボールを繋いでゴールを奪うプレーが出来た点で
は、成長している事を感じました。夏休みの最後の週にグローバルアリーナ
で U‐11 西日本新聞社杯に向けて頑張っていきましょう！（結城） 

 

vs.vs.vs.vs.福岡福岡福岡福岡 YMCA(YMCA(YMCA(YMCA(福岡市福岡市福岡市福岡市))))    
vs.vs.vs.vs.福岡福岡福岡福岡 YMCA YMCA YMCA YMCA     
vs.vs.vs.vs.わかばわかばわかばわかば FCFCFCFC((((福岡市福岡市福岡市福岡市))))    
vs.vs.vs.vs.わかばわかばわかばわかば FCFCFCFC 
 

vs.vs.vs.vs.わかばわかばわかばわかば FC(FC(FC(FC(福岡市福岡市福岡市福岡市) ) ) )     
vsvsvsvs わかばわかばわかばわかば FCFCFCFC 
vs.vs.vs.vs.福岡福岡福岡福岡 YMCA(YMCA(YMCA(YMCA(福岡市福岡市福岡市福岡市))))    
vs.vs.vs.vs.福岡福岡福岡福岡 YMCA YMCA YMCA YMCA     
....        

2009.08.02 2009.08.02 2009.08.02 2009.08.02     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        

 

【４【４【４【４年生】福岡年生】福岡年生】福岡年生】福岡 YMCAYMCAYMCAYMCA、わかば、わかば、わかば、わかば FCFCFCFC とのﾄﾚｰﾆﾝｸﾞマッチとのﾄﾚｰﾆﾝｸﾞマッチとのﾄﾚｰﾆﾝｸﾞマッチとのﾄﾚｰﾆﾝｸﾞマッチ 

 

４－１４－１４－１４－１    ○勝ち○勝ち○勝ち○勝ち    
３－１３－１３－１３－１    ○勝ち○勝ち○勝ち○勝ち    
４－２４－２４－２４－２    ○勝ち○勝ち○勝ち○勝ち    
４－２４－２４－２４－２    ○勝ち○勝ち○勝ち○勝ち    

 

５５５５－－－－２２２２    ○勝ち○勝ち○勝ち○勝ち    
１－４１－４１－４１－４    ●負け●負け●負け●負け    
６６６６－２－２－２－２    ○勝ち○勝ち○勝ち○勝ち    
１１１１－－－－１１１１    △分け△分け△分け△分け    

 <総評>まだ個人能力だけに頼る得点や攻撃が多い中、少しず
つではあるが連携プレーが見られるようになった。一方で、守備の
基本やポジショニングといったディフェンス面が課題となる。闘志あ
ふれるプレーを見せてくれた 4 年生に少々の成長を感じた。この
夏が終わる頃には、さらに大きくなってくれるだろう。（古賀） 

 
終末処理場グラウンド除草作業のお礼終末処理場グラウンド除草作業のお礼終末処理場グラウンド除草作業のお礼終末処理場グラウンド除草作業のお礼    

９月１３日(日)１７時より終末処理場グラウンドの除草作業を
行いました。 
ご多用な中、除草作業にご協力いただき大変ありがとうござい
ました。皆さま方の温かいご支援とご協力に心より感謝申し上
げます。 

◎◎◎◎活動予定は都合により変更する可能性があります。ご了承下さい。なお変更があった場合は連絡網にて連絡差し上げます活動予定は都合により変更する可能性があります。ご了承下さい。なお変更があった場合は連絡網にて連絡差し上げます活動予定は都合により変更する可能性があります。ご了承下さい。なお変更があった場合は連絡網にて連絡差し上げます活動予定は都合により変更する可能性があります。ご了承下さい。なお変更があった場合は連絡網にて連絡差し上げます    
【今後の予定】 
・１０月４日（日） 

クラブユース（Ｕ－１３）１年生大会 
・１０月１１日（日）・１２日（月祝） 

グローバルアリーナカップ（グローバルアリーナ）（１泊２日）：小学５・６年生 
＜中間試験＞ 

岡垣東中学校→１０月１日（木）・２日（金） 
城山中学校→１０月８日（木）・９日（金） 

 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

U-10リーグ第２節
12:00-15:30

（玄海小学校Ｇ）
16:30-18:00 15:00-16:00

OFF

13:00-15:00 16:00-17:30 13:00-14:00

16:30-18:00 16:00-17:00

16:00-17:30 13:00-14:00

九州高校とのTRM
13:30-17:30

（福岡ＦＣ人工芝G）

県クラブユース(U-13)
サッカー選手権大会

福岡支部大会
（ふれあいの森Ｇ）

OFF

　中学３年生の活動
　は9月20日（日）まで
　とします。但し、引き
　続き活動への参加を
　希望する場合はその
　限りではありません。

セントラル・オータム・フェスティバル
（ふれあいの森Ｇ）

オータム・フェスティバル
（ふれあいの森Ｇ）

19:00-20:30
（自由ヶ丘中学校G）

19:00-20:30
（自由ヶ丘中学校G）

14:30-15:30

9:00-11:30
（赤間西小学校Ｇ）

宗像高校とのTRM
8:30-12:00

（宗像高校Ｇ）

県トレセン（大石C）

19:00-20:30
（自由ヶ丘中G）

19:00-21:00
（自由ヶ丘中学校G）

（赤間小学校Ｇ）

14:30-15:30
9:30-11:30

（赤間西小学校Ｇ）

19:00-21:00
（自由ヶ丘中学校G）

19:00-21:00
（自由ヶ丘中学校G）

19:00-21:00
（自由ヶ丘中学校G）

19:00-20:30
（自由ヶ丘中学校G）

河東・自由ヶ丘・玄海中学校 中間試験

玄海中学校 中間試験

勝浦小学校運動会

河東・自由ヶ丘中学校 中間試験

自由ヶ丘・玄海東小学校運動会

県トレセン（大石C）

クラブ内TRM（午前）
（赤間西小学校Ｇ）

クラブ内TRM（午後）
（赤間小学校Ｇ）

OFF

19:00-20:30
（自由ヶ丘中G）

金

19:00-21:00
（自由ヶ丘中学校G）

19:00-21:00
（自由ヶ丘中学校G）

金

未定

OFF

県クラブユース(U-13)
サッカー選手権大会

福岡支部大会
（19日＝ふれあいの森）
（20日＝終末処理場）

27272727 日日日日

OFF

24 木

23232323 水水水水

22222222

26262626 土土土土

21212121

25

30 水

28 月

29 火

火火火火

月月月月

13131313 日日日日

火

12121212

15

金

土土土土

7 月

8 火

11

20202020 日日日日

14 月

19191919 土土土土

16 水

18

木

木

6666 日日日日

10

9 水

木

4 金

5555 土土土土

OFF

（終末処理場G）

16:30-17:30
19:00-20:30

（自由ヶ丘中G）

OFF

15:00-17:00
（終末Ｇ）

10:00-11:30
（赤間西小Ｇ）

13:30-14:30
（終末Ｇ）

19:00-20:30
（自由ヶ丘中学校G）

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

（赤間小学校G）

15:00-16:00

アカデミー第２期セレクション
（赤間小学校Ｇ）

1 火

2

ミーティング
19:00-20:30

（未定）

19:00-21:00
（自由ヶ丘中学校G）

ミーティング
10:00-11:30

（中央公民館）

OFF

17

水

3

19:00-21:00
（自由ヶ丘中学校G）

9:30-11:30
（赤間西小学校Ｇ）

19:00-20:30
（自由ヶ丘中学校G）

アビスパ福岡
ミズノサッカークリニック

12:15-15:30
（レベルファイブＳ）

19:00-21:00
（自由ヶ丘中学校G）

未定 OFF

19:00-21:00
（自由ヶ丘中学校G）

（赤間小学校G）

OFF

19:00-21:00
（自由ヶ丘中学校G）

OFF

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））））

C級リフレッシュ講習会（大石C）

河東西・自由ヶ丘南小学校運動会

宗像市中学２年生ワクワクワーク
（14日～18日）

TRM
（赤間小学校Ｇ）

19:00-20:30
（自由ヶ丘中学校G）

JFAキッズサッカーフェスティバル
（福岡FC）

19:00-20:30
（自由ヶ丘中G）

OFF

OFF

TRM
（赤間小Ｇ）

OFF

OFF
鞍手FC他とのTRM

7:30-12:15
（終末処理場G）

キッズリーダー講習会（宗像中央公民館・JA体育館）
→本村C、福田C、古賀C


