
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

＜総評＞最近のインフルエンザの流行により、参加人数は総数９名と少なかったが、次回は

全員の笑顔を見ることができたら嬉しいです。各試合では、皆ボールへの執着心が高く「ボー

ルを取られたら取り返す」を実戦してくれました。また、皆で声を出し合い試合に対する、モチ

ベーションが非常に高いと感じました。印象的だったのは、最終試合の前に 1 年生全員で自

発的に円陣を組み、「全勝するぞ！」「点決めるぞ！」と気合いを入れていた姿が段々、「仲

間・チーム」らしくなってきているなぁと…。サッカーを楽しみながら、その中で大事な仲間達との

信頼関係を深めてもらえたら、関係者一同嬉しく感じます！（１年生指導者代行：池島） 

 

【１【１【１【１･２･２･２･２年生】年生】年生】年生】    第２回九電・アビスパサッカーフェスタ第２回九電・アビスパサッカーフェスタ第２回九電・アビスパサッカーフェスタ第２回九電・アビスパサッカーフェスタ    
2009.11.03 2009.11.03 2009.11.03 2009.11.03 福岡フットボールセンター人工芝グラウンド福岡フットボールセンター人工芝グラウンド福岡フットボールセンター人工芝グラウンド福岡フットボールセンター人工芝グラウンド        

 

＜総評＞気持ち良い秋晴れの中、人工芝グラウンドの上でみんな楽しくボールを追いかけて

いたのが印象的でした。頭を打ったり、足を蹴られたり、いろいろあったのも、みんなが一生懸

命ボールを追いかけていたからだと思います。また、中には緊張気味な子もいたようですが、

次回からは、みんなでもっと元気よく大きな声で仲間と呼び合えたら最高だと思います！！保

護者の皆様の声援が子供たちにとって大きな力になります。どんどん応援して行きましょう！

多々至らない所がありましたが皆様御協力有難うございました。（２年生指導者代行：綿田） 

 

【５年生】【５年生】【５年生】【５年生】    第第第第２１２１２１２１回福岡県少年サッカ－新人大会回福岡県少年サッカ－新人大会回福岡県少年サッカ－新人大会回福岡県少年サッカ－新人大会筑前支部大会筑前支部大会筑前支部大会筑前支部大会    
2009.11.082009.11.082009.11.082009.11.08 大野城市立月の浦小学校グラウンド大野城市立月の浦小学校グラウンド大野城市立月の浦小学校グラウンド大野城市立月の浦小学校グラウンド  

             

＜総評＞新型インフルエンザの影響で主力選手を欠きながら 

のスタート。雨天での１次予選は勝ち点で並びながら得失点差 

で辛くも次へコマを進めることができた。２次予選は中戸、佐藤 

を中心とした堅実な守備で失点防ぎ、MF 島のゴールが決め手 

となって 1 位通過。３次予選では、BUDDY FC に敗れはしたものの、粘り強く戦うことができた。また、JETS 戦で

は DF から中盤へ繋ぎ、MF 乗次からの縦パスに反応した FW 麻生の渾身(こんしん)のゴールはこの大会一番の素

晴らしいプレーだ。筑前支部４６チーム中、ベスト８に勝ち上がったことは、とても素晴らしく誇りに思ってほしい。し

かし決勝トーナメントでは、何もさせてもらえず、ひとつ上のステージで戦うには、まだまだ力不足であることを痛感し

た。本大会に参加し、初めての公式戦で１８名の選手は何を感じることができただろうか。その思いこそを一番の

成果としてもらいたい。数日間に渡りご父兄の皆様にも多大なご協力を頂きました。心より感謝致します。ありが

とうございました。（大石、結城、古賀） 

【中学【中学【中学【中学１・２年生】１・２年生】１・２年生】１・２年生】    第第第第２５２５２５２５回回回回    九州クラブユース九州クラブユース九州クラブユース九州クラブユース    
（（（（UUUU----１４１４１４１４）サッカー選手権大会）サッカー選手権大会）サッカー選手権大会）サッカー選手権大会    福岡支部大会福岡支部大会福岡支部大会福岡支部大会    

            2009.11.14 2009.11.14 2009.11.14 2009.11.14 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＞予選リーグ最終節。最後まで諦めずに戦えたとは思うがテクニックと

攻撃力にいまひとつ欠けた。ドリブルで仕掛けてくる相手に対して 1 対 1 で大き

く崩されることはなかったが、ボールを奪った後の単調な攻め方とゴールを目指

す気迫が不足している。数的有利な場面の作り方やペナルティーエリアへの侵

入が課題だ。どこまで拘ってサッカーに取り組めるのか。技術を支えるメンタルの

強化も必要だろう。（古賀） 

＜総評＞球際の弱さや１vs１の対応のまずさが目立ったゲームとなった。ＰＫ

失敗など精神的な部分の弱さも目立つ。予選リーグ残り１試合、最後まで

諦めずにがんばりたい。（大石） 
 

2009.11.2009.11.2009.11.2009.11.７７７７    宗像終末処理場宗像終末処理場宗像終末処理場宗像終末処理場グラウンドグラウンドグラウンドグラウンド 

2009.11.03 2009.11.03 2009.11.03 2009.11.03 ふれあいの森総合運動公園グラウンドふれあいの森総合運動公園グラウンドふれあいの森総合運動公園グラウンドふれあいの森総合運動公園グラウンド        

＜総評＞勝たなければならないという気持ちが高まり、逆に硬さの目立った

ゲームとなった。結果としては、自分達のミスからの失点にて勝点を得ることが

できなかった。予選リーグ、残り２ゲーム、１００％の力を出し切り、闘いたい。

（大石） 

2009.10.31 2009.10.31 2009.10.31 2009.10.31 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＞ゲームを重ねるごとにチーム、特に一人一人の成長が伺える。イメー

ジしたとおりのゲーム運びにはなかなかいかないが不足している部分を全員でカ

バーしていることが大きな成長であると思われる。残されたゲームを精一杯闘

いたい。やはり、時間はかかるが、スキルの向上が必要と思われる。（大石） 

 

 

vs.vs.vs.vs.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    
vs.vs.vs.vs.ヴィテス福岡ヴィテス福岡ヴィテス福岡ヴィテス福岡    
    

０－２０－２０－２０－２    ●負け●負け●負け●負け    
０－００－００－００－０    △分け△分け△分け△分け    

vs.vs.vs.vs.ＡＣファルベンＡＣファルベンＡＣファルベンＡＣファルベン    
    

０－１０－１０－１０－１    ●負け●負け●負け●負け    

vs.vs.vs.vs.ＦＦＦＦＣＣＣＣグローバルグローバルグローバルグローバル    ０－３０－３０－３０－３    ●負け●負け●負け●負け    

vs.vs.vs.vs.福岡ＳＳ２００２福岡ＳＳ２００２福岡ＳＳ２００２福岡ＳＳ２００２    ０－２０－２０－２０－２    ●負け●負け●負け●負け    

vs.vs.vs.vs.那珂川ＳＳＣ那珂川ＳＳＣ那珂川ＳＳＣ那珂川ＳＳＣ    
vs.vs.vs.vs.吉木ＦＣ吉木ＦＣ吉木ＦＣ吉木ＦＣ    
vs.vs.vs.vs.大利大利大利大利ＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳ    
    

０－２０－２０－２０－２    ●負け●負け●負け●負け    
１－２１－２１－２１－２    ●負け●負け●負け●負け    
０－３０－３０－３０－３    ●負け●負け●負け●負け    
    

最終結果：筑前支部８位最終結果：筑前支部８位最終結果：筑前支部８位最終結果：筑前支部８位！！！！    

－－－－    決勝リーグ決勝リーグ決勝リーグ決勝リーグ    －－－－ 

【６【６【６【６年生年生年生年生】】】】第第第第１５１５１５１５回回回回    谷口松太郎杯ジュニアサッカーフェスティバル谷口松太郎杯ジュニアサッカーフェスティバル谷口松太郎杯ジュニアサッカーフェスティバル谷口松太郎杯ジュニアサッカーフェスティバル
2009.11.21 2009.11.21 2009.11.21 2009.11.21 こがねケ丘陸上競技場こがねケ丘陸上競技場こがねケ丘陸上競技場こがねケ丘陸上競技場((((田川市田川市田川市田川市))))    

    

＜総評＞県外からの参加を含む近隣３２チー

ムが集まり、２日間におよび熱戦を繰り広げま

した。インフルエンザの流行や怪我などの体調

不良から、６年生全員参加とはいかなかったも

のの、選手の成長を感じることが出来る有意

義な大会となりました。予選では行橋に大敗 

    

vs.vs.vs.vs.小倉ダック小倉ダック小倉ダック小倉ダックヒルズヒルズヒルズヒルズ    
vs.vs.vs.vs.行橋ＳＳＳ行橋ＳＳＳ行橋ＳＳＳ行橋ＳＳＳ    

vs.vs.vs.vs.中津トレセン中津トレセン中津トレセン中津トレセン((((大分県大分県大分県大分県))))    
vs.vs.vs.vs.添田町ＦＣ添田町ＦＣ添田町ＦＣ添田町ＦＣ    
    

１－０１－０１－０１－０    ○勝ち○勝ち○勝ち○勝ち    
０－６０－６０－６０－６    ●負け●負け●負け●負け    

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    

２位トーナメントに進出２位トーナメントに進出２位トーナメントに進出２位トーナメントに進出    

したものの、中津市トレセンとの試合では、相手の自由を奪う早いディフェンスが評価できま

す。また、添田との試合ではボールを支配し、コートの幅と厚みを大きく使って攻撃できたこと

はとても素晴らしい内容でした。一歩ずつ確実に前に進んでいることを実感しました。選手も

自信をもって次のゲームに挑みましょう。（大石、古賀） 

 

第２７回宗像市サッカーフェスティバル第２７回宗像市サッカーフェスティバル第２７回宗像市サッカーフェスティバル第２７回宗像市サッカーフェスティバル    2009.11.282009.11.282009.11.282009.11.28～～～～29292929 自由ヶ丘自由ヶ丘自由ヶ丘自由ヶ丘小学校小学校小学校小学校･赤間小学校･赤間小学校･赤間小学校･赤間小学校グラウンドグラウンドグラウンドグラウンドほかほかほかほか     

 【【【【６６６６年生】年生】年生】年生】カップ戦カップ戦カップ戦カップ戦    

vs.vs.vs.vs.福島ＳＳＣ福島ＳＳＣ福島ＳＳＣ福島ＳＳＣ((((八女市八女市八女市八女市))))    
    

＜準決勝＞＜準決勝＞＜準決勝＞＜準決勝＞    vs.vs.vs.vs.ＦＣ河東ＦＣ河東ＦＣ河東ＦＣ河東((((宗像市宗像市宗像市宗像市))))    
    

vs.vs.vs.vs.前原ＦＣミストラル前原ＦＣミストラル前原ＦＣミストラル前原ＦＣミストラル((((前原市前原市前原市前原市))))    ２－４２－４２－４２－４    ●負け●負け●負け●負け    ＜決勝＞＜決勝＞＜決勝＞＜決勝＞ 
３－０３－０３－０３－０    ○勝ち○勝ち○勝ち○勝ち    
１－０１－０１－０１－０    ○勝ち○勝ち○勝ち○勝ち    

※予選リーグ１位通過※予選リーグ１位通過※予選リーグ１位通過※予選リーグ１位通過        決勝決勝決勝決勝トーナメント進出トーナメント進出トーナメント進出トーナメント進出    
vvvvs.s.s.s.春日イーグルース春日イーグルース春日イーグルース春日イーグルース((((春日市春日市春日市春日市))))    
vs.vs.vs.vs.ＡＩＲＳＡＩＲＳＡＩＲＳＡＩＲＳ    ＦＣＦＣＦＣＦＣ((((水巻町水巻町水巻町水巻町))))    
    

２－１２－１２－１２－１    ○勝ち○勝ち○勝ち○勝ち    
４－０４－０４－０４－０    ○勝ち○勝ち○勝ち○勝ち    

【【【【５５５５年生】年生】年生】年生】リーグ戦リーグ戦リーグ戦リーグ戦    
※１・２位リーグ＝４位※１・２位リーグ＝４位※１・２位リーグ＝４位※１・２位リーグ＝４位    

vs.vs.vs.vs.小笹ＳＳ小笹ＳＳ小笹ＳＳ小笹ＳＳ((((福岡市福岡市福岡市福岡市))))    
vs.vs.vs.vs.ＦＳＣ那珂川ＦＳＣ那珂川ＦＳＣ那珂川ＦＳＣ那珂川    

１－１１－１１－１１－１    △分け△分け△分け△分け    
０－２０－２０－２０－２    ●負け●負け●負け●負け    

vs.vs.vs.vs.ＰＦＴＣ北九州ＰＦＴＣ北九州ＰＦＴＣ北九州ＰＦＴＣ北九州    
vs.vs.vs.vs.稲築ＳＳＣ稲築ＳＳＣ稲築ＳＳＣ稲築ＳＳＣ((((嘉麻市嘉麻市嘉麻市嘉麻市))))    
    

２－１２－１２－１２－１    ○勝ち○勝ち○勝ち○勝ち    
１－２１－２１－２１－２    ●負け●負け●負け●負け    
    

※３・４位リーグ＝３位※３・４位リーグ＝３位※３・４位リーグ＝３位※３・４位リーグ＝３位    
【【【【４４４４年生】年生】年生】年生】リーグ戦リーグ戦リーグ戦リーグ戦    

vs.vs.vs.vs.春日イーグルース春日イーグルース春日イーグルース春日イーグルース    
vs.vs.vs.vs.ＰＦＴＣ北九州ＰＦＴＣ北九州ＰＦＴＣ北九州ＰＦＴＣ北九州    
    ※予選リーグ３位※予選リーグ３位※予選リーグ３位※予選リーグ３位        ３・４位リーグへ進出３・４位リーグへ進出３・４位リーグへ進出３・４位リーグへ進出    ※予選リーグ２位※予選リーグ２位※予選リーグ２位※予選リーグ２位        １・２位リーグへ進出１・２位リーグへ進出１・２位リーグへ進出１・２位リーグへ進出    
vs.vs.vs.vs.小笹ＳＳ小笹ＳＳ小笹ＳＳ小笹ＳＳ((((福岡市福岡市福岡市福岡市))))    
vs.vs.vs.vs.粕屋ＪＳＣ粕屋ＪＳＣ粕屋ＪＳＣ粕屋ＪＳＣ    
    

１－４１－４１－４１－４    ●負け●負け●負け●負け    
１－１１－１１－１１－１    △分け△分け△分け△分け    
    
０－２０－２０－２０－２    ●負け●負け●負け●負け    
１－０１－０１－０１－０    ○勝ち○勝ち○勝ち○勝ち    
    

準優勝！準優勝！準優勝！準優勝！    

中学中学中学中学
３年生３年生３年生３年生

中学中学中学中学
２年生２年生２年生２年生

中学中学中学中学
１年生１年生１年生１年生

小学小学小学小学
６年生６年生６年生６年生

小学小学小学小学
５年生５年生５年生５年生

小学小学小学小学
４年生４年生４年生４年生

小学小学小学小学
３年生３年生３年生３年生

小学小学小学小学
２年生２年生２年生２年生

小学小学小学小学
１年生１年生１年生１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

9:00-13:00

学年対向TRM

13:00-14:30

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

13:00-14:30

OFF

OFF

OFF

OFF

城山・福間東中学校修学旅行
勝浦小学校餅つき大会

河東・福間東・城山中学校修学旅行

9:00-11:00
（赤間小学校Ｇ）

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

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

（赤間小学校Ｇ）

TR
TRM

相手未定

19:00-20:30
（自由ヶ丘中学校Ｇ）

TRM
相手未定

（終末処理場Ｇ）

19:00-20:30
（自由ヶ丘中学校）

OFF

15:00-16:30

カップ戦
（雁ノ巣Ｇ） （赤間小学校Ｇ）

19:00-20:30
（自由ヶ丘中学校Ｇ）

19:00-20:30
（自由ヶ丘中学校）

宗像U-10リーグ戦
第５節

12:30-16:00
（福間南小学校Ｇ）

河東・福間東・城山中学校修学旅行
フォルテFCとのTRM

18:30-21:00
（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾘｰﾅ人工芝G）

森都SCとのTRM
（ＧＡ人工芝G）

TRM・午後
（終末処理場Ｇ）

OFF

9:00-11:00
（赤間西小学校Ｇ）

その他の行事その他の行事その他の行事その他の行事
（トレセン等）（トレセン等）（トレセン等）（トレセン等）

15:00- 福岡県3種サッカ-リ-グ戦審判講習会（春吉中）

13:00-15:00
（終末処理場Ｇ）

19:00-20:30
（自由ヶ丘中学校）

9:00-11:30
（終末処理場Ｇ）

9:30-11:30
（赤間西小学校Ｇ）

9:00-11:30
（赤間小学校Ｇ）

19:00-21:00
（自由ヶ丘中学校）

香月SSC他とのTRM
（香月小学校Ｇ）

アビスパ福岡
Ｊアカデミーキッズフェスティバル

（福岡ＦＣ・人工芝Ｇ）土土土土5555

19:00-21:00
（自由ヶ丘中学校Ｇ）

水

月

火

19:00-21:00
（自由ヶ丘中学校）

土土土土

6666

19:00-21:00
（自由ヶ丘中学校）

日日日日

9

10:30-11:3013:00-14:00
14:30-17:00

7

8

学年対向TRM

（赤間小学校Ｇ）

日日日日
曜曜曜曜
日日日日

ジュニアユ－スジュニアユ－スジュニアユ－スジュニアユ－ス ジュニアジュニアジュニアジュニア

19:00-20:30
（自由ヶ丘中学校）

3 木

火1

19:00-20:30
（自由ヶ丘中学校）

19:00-21:00
（自由ヶ丘中学校）

河東中学校修学旅行

U-12県トレセン（福岡ＦＣ）

19:00- JFAプレミアムカップ(U-13)2010福岡支部大会
代表者会議

2010年度ジュニアユース入会
最終締め切り

福岡県3種サッカ-リ-グ戦代表者会議
(１８：００～北九州パレス)

福翔トナカイＦＣＵー１５とのＴＲＭ
午前（９：００ＫＩＣＫＯＦＦ）

（終末処理場Ｇ）

19:00-20:30
（自由ヶ丘中学校）

4 金

19:00-21:00
（自由ヶ丘中学校）

2 水

19:00-21:00
（自由ヶ丘中学校）

ミーティング
19:00-21:00

（グローバルアリーナGAクラブ）

10

金

月

13131313

11

木

日日日日

12121212

14

28

19:00-21:00
（自由ヶ丘中学校）

23232323 水水水水

19191919

火

月21

16

土土土土

U-12ナショナルトレセン（熊本県）

冬季中学生親善サッカー大会
（長崎県島原市他）

U-12ナショナルトレセン（熊本県）

OFF

北九州近県大会
（本城運動公園

or
遠賀町総合運動公園Ｇ）

15 火

日日日日

17

19:00-21:00
（自由ヶ丘中学校）

19:00-20:30
（自由ヶ丘中学校）

9:30-11:30
（赤間西小Ｇ） （赤間小学校Ｇ）

火

U-12ナショナルトレセン（熊本県）
春日市理事長杯

（白水大池公園Ｇ）

U-12ナショナルトレセン（熊本県）

木

月

TR

25 金

木

水

18 金

20202020 日日日日

31 木

22

30 水

27272727

29

26262626 土土土土

24

19:00-21:00
（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）

春日市理事長杯
（白水大池公園Ｇ）

9:30-11:30
（赤間西小学校Ｇ）

TRM

OFF

ジュニアユース入会練習会
午前

（終末処理場Ｇ）

19:00-21:00
（自由ヶ丘中学校）

OFF

12:30-13:30

（終末処理場Ｇ）

３年生以下＝親子サッカー

OFF

 


