
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vs.vs.vs.vs.香月香月香月香月    
vs.vs.vs.vs.西門司西門司西門司西門司    
vs.vs.vs.vs.折尾折尾折尾折尾    

≪≪≪≪4444 位リーグへ位リーグへ位リーグへ位リーグへ≫≫≫≫    
vs.vs.vs.vs.ジークジークジークジーク    
vs.vs.vs.vs.香月香月香月香月 KKKK    
vs.vs.vs.vs.川崎川崎川崎川崎    

    

００００－－－－８８８８        
１－１－１－１－４４４４        
００００－－－－５５５５    
        
２２２２－－－－４４４４        
２２２２－－－－００００    
１－１－１－１－５５５５        
    

vs.vs.vs.vs.バディバディバディバディFCFCFCFC            
vs.vs.vs.vs.西南西南西南西南FCFCFCFC                    
    

３－２３－２３－２３－２    ○勝ち○勝ち○勝ち○勝ち    
４－０４－０４－０４－０    ○勝ち○勝ち○勝ち○勝ち    
０－００－００－００－０    △分け△分け△分け△分け    
    

２－２（ＰＫ４－３）２－２（ＰＫ４－３）２－２（ＰＫ４－３）２－２（ＰＫ４－３）        
０－２０－２０－２０－２                                    

●負け●負け●負け●負け    
●負け●負け●負け●負け    
●負け●負け●負け●負け    
    
●負け●負け●負け●負け    
○勝ち○勝ち○勝ち○勝ち    
●負け●負け●負け●負け    
    

△分け△分け△分け△分け    
●負け●負け●負け●負け感

染予防対策  

【中学生・【中学生・【中学生・【中学生・６年生】６年生】６年生】６年生】JFAJFAJFAJFA プレミアカップ（プレミアカップ（プレミアカップ（プレミアカップ（UUUU----13131313））））2010201020102010 福岡支部大会福岡支部大会福岡支部大会福岡支部大会    
2010.02.13 2010.02.13 2010.02.13 2010.02.13 福岡フットボールセンター福岡フットボールセンター福岡フットボールセンター福岡フットボールセンター        

≪決勝トーナメント≫≪決勝トーナメント≫≪決勝トーナメント≫≪決勝トーナメント≫    
 

 

＜総評＞雨でグランドコンディションが良くない中で行われたバディ FC 戦、立
ち上がりから押し込まれる時間帯が多くなる中、セットプレーを有効的に使
い、同点にて前後半を終了した。PK 戦では、相手の失敗にも助けられ、勝
利することができた。選手全員で勝利した一戦だった。続く、準々決勝での
西南 FC 戦では、相手 FW のスピードとパス回しに対応することができず、守
備にまわることが多くなり、自チームのミスにより、2 失点してしまった。最終結
果はベスト 8 敗退であるが、現段階ではベストに近いけっかではないかと考え
られる。今後は、今回の結果と内容を上回ることを目標に頑張っていきたい。
最後に今大会参加にわたり、ご協力頂いた保護者の皆様に感謝し、総評と
したい。（大石） 

【３年生】第１１回香月招待【３年生】第１１回香月招待【３年生】第１１回香月招待【３年生】第１１回香月招待 UUUU----９サッカー大会９サッカー大会９サッカー大会９サッカー大会    
2010.02.20 2010.02.20 2010.02.20 2010.02.20 北九州市立香月小学校グラウンド北九州市立香月小学校グラウンド北九州市立香月小学校グラウンド北九州市立香月小学校グラウンド        

＜総評＞好天に恵まれた２日間。楽しみにしていた大会を３年生
１８名全員で戦ってきました。サッカーだけに限らず、多くのことを感
じてもらえたと手応えを感じています。選手として忘れることのでき
ないサッカー人生の原点となったことでしょう。今後は少しずつ基本
技術のトレーニングをしていきます。「考えること」「伝えること」「動く
こと」を大事にしたいと思っています。ご家族の皆様の温かいサポー
ティングに感謝します。ありがとうございました。（古賀） 

 

 

【中学生【中学生【中学生【中学生・・・・６年生】６年生】６年生】６年生】JFAJFAJFAJFA プレミアカップ（プレミアカップ（プレミアカップ（プレミアカップ（UUUU----13131313））））2010201020102010 福岡支部大会福岡支部大会福岡支部大会福岡支部大会    
2010.02.07 2010.02.07 2010.02.07 2010.02.07 宗像ふれあいの森総合公園多目的グラウン宗像ふれあいの森総合公園多目的グラウン宗像ふれあいの森総合公園多目的グラウン宗像ふれあいの森総合公園多目的グラウンドドドド    

 

vs.vs.vs.vs.篠栗北中学校サッカー部篠栗北中学校サッカー部篠栗北中学校サッカー部篠栗北中学校サッカー部                    
vs.vs.vs.vs.田隈中学校サッカー部田隈中学校サッカー部田隈中学校サッカー部田隈中学校サッカー部                    
vs.vs.vs.vs.東福岡自彊館中学校サッカー部東福岡自彊館中学校サッカー部東福岡自彊館中学校サッカー部東福岡自彊館中学校サッカー部            
    ＜総評＞県３種リーグと並行して開催された JFA プレミアカップ（U-１３）福岡支

部予選リーグ。今春、ジュニアユースに入会する小学６年生とジュニアユース（中
学１年生）にて望んだ。十分な準備をすることができなく、決して良い状態とはい
えなかったが、いろいろなことを試しながらではあるが、決勝トーナメントに進出す
ることができた。特に小学生にとっては、大きなコートとボール、戸惑うことも多い
が、よくプレーできていたと思う。今後が本当に楽しみだ。決勝トーナメントでは厳
しいゲームが続くと思われるが、全員で力をあわせて頑張ってほしい。（大石） 
 

≪予選リーグ≫≪予選リーグ≫≪予選リーグ≫≪予選リーグ≫    

 

【１・２年生】第１２回アビスパ福岡【１・２年生】第１２回アビスパ福岡【１・２年生】第１２回アビスパ福岡【１・２年生】第１２回アビスパ福岡 JJJJ リーグアカデミーリーグアカデミーリーグアカデミーリーグアカデミー    
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----７７７７,,,,８８８８    

2010.02.06 2010.02.06 2010.02.06 2010.02.06 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        

※本フェスティバルは結果を公表しません※本フェスティバルは結果を公表しません※本フェスティバルは結果を公表しません※本フェスティバルは結果を公表しません 
＜総評＞冬の晴天。冷たい風の吹くフットボールセンターで小学１
年生と２年生の選手２１名は元気に戦ってきました。 ７人制で１試
合１０分間のゲームを４本。結果は残念ながら両チームとも０勝４
敗。さぁ、次の目標は明確です。２年生チームはまずは１勝を目指
します。１年生チームは１点を奪うことです。テーマが決まることで、
次回からの活動も楽しさを増すことでしょう。１・２年生とも頑張り屋
さんが結構いるなと感心しました。今後に期待！（樋口・古賀） 

 

【４年生】宗像地区サッカー協会【４年生】宗像地区サッカー協会【４年生】宗像地区サッカー協会【４年生】宗像地区サッカー協会 UUUU----10101010 リーグ戦リーグ戦リーグ戦リーグ戦（８人制）追加節（８人制）追加節（８人制）追加節（８人制）追加節    
2010.01.30 2010.01.30 2010.01.30 2010.01.30 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        

 

＜総評＞当初の予定よりも多く U-１０リーグ戦を楽しむことができた。連続３
試合というハードなスケジュールとなったが、参加した１２名でやり切ることがで
きた。球際の強さや視野の確保といった課題は残るものの、インターセプトを
狙うためのポジショニングや、ゴールを奪うために工夫しようとする姿勢は大きく
前進したと評価できる。もっとサッカーを楽しむために各自の工夫に期待した
い。（古賀） 

 

vs.vs.vs.vs.ＦＣ日の里ＦＣ日の里ＦＣ日の里ＦＣ日の里        
vs.vs.vs.vs.ＦＣ河東ＦＣ河東ＦＣ河東ＦＣ河東    
vs.vs.vs.vs.神興神興神興神興 

０－００－００－００－０    △分け△分け△分け△分け    
１－３１－３１－３１－３    ●負け●負け●負け●負け    
６－０６－０６－０６－０    ○勝ち○勝ち○勝ち○勝ち    

 

 

予選パート予選パート予選パート予選パート 2222 位にて決勝トーナメント進出位にて決勝トーナメント進出位にて決勝トーナメント進出位にて決勝トーナメント進出    

福岡支部ベスト８位福岡支部ベスト８位福岡支部ベスト８位福岡支部ベスト８位 

【５・６年生】【５・６年生】【５・６年生】【５・６年生】千早千早千早千早カップカップカップカップ    
2009.12.19 2009.12.19 2009.12.19 2009.12.19 雁の巣レクリエーションセンター雁の巣レクリエーションセンター雁の巣レクリエーションセンター雁の巣レクリエーションセンター    

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

14:00-15:00

未定

未定

19:00-20:30
（自由ケ丘中学校）

19:00-20:30
（自由ヶ丘中学校）

宗像セントラルＦＣスプリングサッカーフェスティバル
（終日）

（宗像終末処理場Ｇ）

OFF

TRM
（終末処理場Ｇ）

学年対向TRM

8:30-10:30
（赤間西小学校Ｇ）

12:30-14:30(赤間小学校Ｇ)

未定

未定

アカデミーセレクション
18:30-21:00

（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）

19:00-20:30
（グローバルアリーナ）

19:00-20:30
（会場未定）

31 水

土土土土

30

27272727

火

28282828 日日日日

29 月

金26

23

25

水24

木

17

金

21212121

19

水

火

22222222

日日日日

土土土土

19:00-20:30
（会場未定）

月月月月

20202020

16

木18

火

14141414

月15

12

11

10

13131313

日日日日

金

3 水

6666

7777

9 火

19:00-21:00
（自由ヶ丘中学校）

水

土土土土

19:00-21:00
（会場未定）

福岡県３種サッカーリーグ戦
（第４節）（日本精工Ｇ）

福岡県３種サッカーリーグ戦
（第５節）（福岡ＦＣ人工芝Ｇ）

アンクラスとのTRM

19:00-21:00
（自由ヶ丘中学校）

金

TRM
（終末処理場Ｇ）

19:00-21:00
（会場未定）

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

2

1 月

火

宗像セントラルスプリング
サッカーフェスティバル（終日）

（ふれあいの森Ｇ）

２０１０年度第１回宗像セントラルアカデミーセレクション
（１９：００～自由ケ丘中学校Ｇ）

19:00-21:00
（自由ヶ丘中学校）

U-11筑前支部トレセン（なまずの郷Ｇ）
福岡県３種サッカーリーグ戦

（第３節）（日本精工Ｇ）

19:00-21:00
（自由ヶ丘中学校）

宗像セントラルスプリング
サッカーフェスティバル（午後）

（終末処理場Ｇ）

サニックス国際ユースサッカー大
会決勝観戦（13:45-16:00）

（グローバルアリーナ）

JFAプレミアカップ（U-13）福岡県大会運営補助
（福岡フットボールセンター）

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
（グローバルアリーナ）

月

19:00-21:00
（自由ヶ丘中学校）

4 木

5

木

土土土土

日日日日

8

19:00-20:30
（自由ヶ丘中学校）

9:30-12:00
（赤間西小学校Ｇ）

19:00-21:00
（自由ヶ丘中学校）

19:00-21:00
（自由ヶ丘中学校）

19:00-20:30
（自由ヶ丘中学校）

（赤間小学校Ｇ）

16:00-17:00

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）

筑前支部総会（シーオーレ新宮　受付18:30-）

サニックス国際ユース
決勝観戦13:45-16:00
（グローバルアリーナ）

東郷SFCとのTRM
（18:30-20:30）

（自由ケ丘中学校）

宗像セントラルFCスプリング
サッカーフェスティバル（午後）

（宗像終末処理場Ｇ）

19:00-20:30
（自由ヶ丘中学校）

筑後カップ
（JY入会者）

折尾フレンズカップ

8:00-11:00
（赤間西小学校Ｇ）

２０１０年度第2回宗像セントラルフットボールクラブフェスティバル
～中学３年生、小学６年生を送る会～

19:00-20:30
（自由ヶ丘中学校）

宗像セントラルFCスプリング
サッカーフェスティバル（午後）

（宗像終末処理場Ｇ）

岩熊杯

19:00-21:00
（自由ヶ丘中学校）

小学校卒業式

中学３年生送別会（１８：３０～ワイピオ）

中学校卒業式

小・中学校修了式

OFF

未定 未定

未定 OFF

adidasサッカースクール
19:00-21:00

（なまずの郷野球場）

TRM
午後

（終末処理場Ｇ）

15:00-16:00

（終末処理場Ｇ）

9:30-11:30 15:00-17:00 13:00-14:00

未定

19:00-20:30
（自由ケ丘中学校）

 

指導者：小篠怜央  日本サッカー協会公認２級審判員 

福岡教育大学サッカー部所属、当クラブコーチ 

＜総評＞２０１０福岡県ユース（U-１５）サッカーリーグ戦、ジュニア大会へ
の審判協力に備えて審判講習会を開催しました。初めは講義を行い、
「副審の任務」について競技規則の該当部分をプリントにて配布し、さら
にボード等を用いて説明を行いました。講義後は当クラブの「U-１３vsU-
１２」のトレーニングマッチにて実技を行いました。説明後に行ったせいか、 

動き、旗の振り方はいつも
とは異なり、見違える程で
した。大きな成果だと思い
ます。また、ゲーム終了
後、ふりかえりを行いまし
た。短時間ではありました
が、とてもわかりやすかった
です。今後の活動に役に
立つと思います。（大石） 

 

【中学生】ユース審判講習会【中学生】ユース審判講習会【中学生】ユース審判講習会【中学生】ユース審判講習会    宗像市立宗像市立宗像市立宗像市立自由ケ丘中学校自由ケ丘中学校自由ケ丘中学校自由ケ丘中学校    
 

【クラブ指定ウエアー特別価格の改定のお知らせ】【クラブ指定ウエアー特別価格の改定のお知らせ】【クラブ指定ウエアー特別価格の改定のお知らせ】【クラブ指定ウエアー特別価格の改定のお知らせ】    
2010 年４月１日注文分より、スポーツステータス
サンリブくりえいと宗像店の当クラブ指定ウエア
ー(練習着.パンツ.ソックス.ジャージ.ピステなど
全般)の特別価格の改定(値上げ)が行われます。 
2010 年３月 30 日までの、ご注文・予約分について
は現行の価格にて対応が可能です。お早めの手配を
お勧めいたします。 


