
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vs.vs.vs.vs.南南南南 FCFCFCFC トータスＪｒトータスＪｒトータスＪｒトータスＪｒ....    
vs.vs.vs.vs.篠栗篠栗篠栗篠栗 SSCSSCSSCSSC    
vs.vs.vs.vs.城島城島城島城島 FCFCFCFC    
    
vs.vs.vs.vs.FCFCFCFC グランディール三潴グランディール三潴グランディール三潴グランディール三潴    
vs.vs.vs.vs.城島城島城島城島 FCFCFCFCＪｒＪｒＪｒＪｒ....    
vvvvs.s.s.s.マイティ大牟田マイティ大牟田マイティ大牟田マイティ大牟田....    

vs.vs.vs.vs.新宮新宮新宮新宮 FCJrFCJrFCJrFCJr    
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    
vs.vs.vs.vs.東与賀東与賀東与賀東与賀    
    

００００－－－－１１１１    
２２２２－－－－１１１１    
３３３３－－－－００００    

    
６６６６－－－－００００    
14141414－－－－００００    
３３３３－－－－２２２２    

    

vs.vs.vs.vs.鎮西鎮西鎮西鎮西中学中学中学中学校校校校    １－２１－２１－２１－２    ●負け●負け●負け●負け    
    

    

０－１０－１０－１０－１    
１－１（ＰＫ５－４１－１（ＰＫ５－４１－１（ＰＫ５－４１－１（ＰＫ５－４））））        
４－１４－１４－１４－１                                    

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

 

●負け●負け●負け●負け    
△分け△分け△分け△分け    
○勝ち○勝ち○勝ち○勝ち感染
予防対策     

vs.vs.vs.vs.FCFCFCFC ターキーターキーターキーターキー                                
vs.vs.vs.vs.八女八女八女八女 FCFCFCFC ジュニアユースジュニアユースジュニアユースジュニアユース        
    

vs.vs.vs.vs.金田金田金田金田 SSCSSCSSCSSC    
vs.vs.vs.vs.FCFCFCFC 直直直直方方方方    
※予選リーグ※予選リーグ※予選リーグ※予選リーグ 1111 位通過位通過位通過位通過    
vs.vs.vs.vs.直方直方直方直方 WON'S SCWON'S SCWON'S SCWON'S SC    
vs.vs.vs.vs.宮田宮田宮田宮田 FCFCFCFC 

【６年生】第３４回筑後カップ少年サッカー大会【６年生】第３４回筑後カップ少年サッカー大会【６年生】第３４回筑後カップ少年サッカー大会【６年生】第３４回筑後カップ少年サッカー大会    
2010.03.13 2010.03.13 2010.03.13 2010.03.13 福岡福岡福岡福岡県営筑後広域公園運動場（県営筑後広域公園運動場（県営筑後広域公園運動場（県営筑後広域公園運動場（天然芝天然芝天然芝天然芝））））        

＜総評＞コンディション不足から不参加者がでたことと
準備不足が心配されたが、一人一人が持っている力を
十二分に発揮し、準優勝という結果を得ることができ
た。ただ、技術的な面も含め、またまだ問題は多く、今
後の活動の糧になったのではないかと思われる。今後に
期待したい。最後に、今大会参加にご協力頂いた保護
者の皆様には感謝したい。（大石） 

 

≪決≪決≪決≪決    勝≫勝≫勝≫勝≫                
≪準決勝≫≪準決勝≫≪準決勝≫≪準決勝≫            

≪準々決勝≫≪準々決勝≫≪準々決勝≫≪準々決勝≫    
※予選リーグ１位※予選リーグ１位※予選リーグ１位※予選リーグ１位    決勝トーナメント進出決勝トーナメント進出決勝トーナメント進出決勝トーナメント進出 
    
 

【４【４【４【４年生年生年生年生】】】】第第第第２４２４２４２４回城島少年サッカー選手権大会回城島少年サッカー選手権大会回城島少年サッカー選手権大会回城島少年サッカー選手権大会    
2010.02.27 2010.02.27 2010.02.27 2010.02.27 福岡県営筑後広域公園多目的運動場福岡県営筑後広域公園多目的運動場福岡県営筑後広域公園多目的運動場福岡県営筑後広域公園多目的運動場（天然芝）（天然芝）（天然芝）（天然芝）        

 

＜総評＞４年生１１名 
が参加した城島カップ。 
冬季五輪の浅田選手 
と同様、金メダルには手が届かなかったものの素晴らしい結果です。おめでとう！長
短のパスを繋いでボールを運ぶ攻撃はトレーニングの成果です。更に早く強いプレッ
シャーの中でも落ち着いて対応できる技術を習得しましょう。個人及びグループで
のディフェンスの課題に加え、コーナーキックなどのセットプレーと、攻撃エリアでの崩
し方が新たな課題です。また、４年生全員で頑張りたいと思います。保護者の皆
様のご協力と温かいご声援に感謝致します。ありがとうございました。（古賀）   

※大会優秀選手に大杉優くんが選出！ 
 

≪決≪決≪決≪決    勝≫勝≫勝≫勝≫    
≪準決勝≫≪準決勝≫≪準決勝≫≪準決勝≫    
≪１回戦≪１回戦≪１回戦≪１回戦≫≫≫≫    
※予選※予選※予選※予選 BBBB パートパートパートパート１位１位１位１位        決勝トーナメ決勝トーナメ決勝トーナメ決勝トーナメント進出ント進出ント進出ント進出    
    

【６【６【６【６年生年生年生年生】】】】第第第第１４１４１４１４回回回回    岩熊杯岩熊杯岩熊杯岩熊杯    直方市少年サッカー大会直方市少年サッカー大会直方市少年サッカー大会直方市少年サッカー大会    
2010.03.20 2010.03.20 2010.03.20 2010.03.20 直方市西部運動公園多目的グラウンド直方市西部運動公園多目的グラウンド直方市西部運動公園多目的グラウンド直方市西部運動公園多目的グラウンド        

 

＜総評＞小学生として最後の大会となる岩熊杯。予選リーグは１位通過したもの
の、決勝トーナメント１回戦で敗退。最終ゲームはフレンドリーマッチではあるが見事に
白星で終えることができた。満足の行く結果ではないが、両日とも１８名全員で戦えた
ことに意義があったと思う。また、ご父兄の手作りの横断幕や温かい声援も印象的で
あった。次のカテゴリでの活躍を期待したい。（古賀） 

※優秀選手賞に花田一輝くんが選出！ 

 

 

【１【１【１【１年生年生年生年生】】】】カブトの森カブトの森カブトの森カブトの森 UUUU----７７７７交流フェスタ交流フェスタ交流フェスタ交流フェスタ    第第第第５５５５回おだんご回おだんご回おだんご回おだんごＣＵＰＣＵＰＣＵＰＣＵＰ    
2010.03.22 2010.03.22 2010.03.22 2010.03.22 カブトの森運動公園多目的カブトの森運動公園多目的カブトの森運動公園多目的カブトの森運動公園多目的グラウンドグラウンドグラウンドグラウンド（篠栗町）（篠栗町）（篠栗町）（篠栗町）        

 

 

準 優 勝 ！ 

準 優 勝 ！ 

＜総評＞福岡フットボールセンターで
行われるフェスティバル以外の対外試
合はクラブとしても始めての試みであっ
たが、好天にも恵まれ、選手、父兄と
共に楽しむことができた。１年生１６人
が参加。６人制１４分ゲーム（７分ハ
ーフ）４試合では、元気の有り余る彼
らにとって満足のいく試合数ではなかっ
たと思うが、今度のモチベーションを高
める効果は十分にあるだろう。初勝利
を楽しみにしています！（古賀） 

 
【中学生】【中学生】【中学生】【中学生】2010201020102010 福岡県ユース（福岡県ユース（福岡県ユース（福岡県ユース（UUUU----15151515）サッカーリーグ戦）サッカーリーグ戦）サッカーリーグ戦）サッカーリーグ戦（（（（３３３３部）部）部）部）日本精工グ日本精工グ日本精工グ日本精工グリーンスタジアムリーンスタジアムリーンスタジアムリーンスタジアム    
 

＜総評＞立ち上がりはリズムよく入るが 
でき、左サイドから相手を崩し、先制。そ 
の後、幾度もビックチャンスを迎えるが、
得点することができず。後半、相手の速
さに対応することができず、立て続けに
失点。本当に「残念」の一言だった。悔
しかった。もっともっと一人一人がサッカー
にこだわり、勝敗にこだわり、負けたくない 

という気持ちで本気でプレーすること、また、一つ一つのプレーに対して責任を持つことが必要だろう。ミ
スに対しても、全員がミスした選手に対して簡単に許してしまい、このことで、ミスした選手が責任を感
じていない。責任の所在があいまい。ある意味、厳しさが足りない、甘いの一言だろう。これからもリー
グ戦が続くが、一戦一戦、頑張っていきたい。（大石） 

 

＜総評＞第３節では先制しながらも逆転負けを喫してしまった
が、その雰囲気を引きずり第４節のＦＣターキー戦も勝点を得るこ
とはできなかった。とにかく、雰囲気が良くない。気持ちも上がって
こない。前節を引きずっている。ゲーム後、話し合う時間を持っ
た。「本気でプレーしよう！」第５節の八女ＦＣジュニアユース戦は
見違える動きだった。先制し、ゲームを優位に進めることができ
た。今まで以上にシュートまでいけた。バーに嫌われたシュート、Ｇ
Ｋの勇気あるプレーも。カウンターにて失点こそ許し、同点とされ、
勝点３は得ることはできなかったが、大きなものを掴んだような気が
した。この雰囲気を続けていこう！これから春休み期間中、多くの
ゲームをこなして少しでも課題を克服したい。（大石） 

 

（第（第（第（第３３３３節）節）節）節）2010.03.072010.03.072010.03.072010.03.07                                    （第（第（第（第４・５４・５４・５４・５節）節）節）節）2010.03.20 2010.03.20 2010.03.20 2010.03.20  
    

【中学生】【中学生】【中学生】【中学生】福岡Ｊ・アンクラスとの福岡Ｊ・アンクラスとの福岡Ｊ・アンクラスとの福岡Ｊ・アンクラスとの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            2010.03.21 2010.03.21 2010.03.21 2010.03.21 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人工芝人工芝人工芝人工芝グラウンドグラウンドグラウンドグラウンド 
vs.vs.vs.vs.福福福福岡Ｊ・アンクラス（岡Ｊ・アンクラス（岡Ｊ・アンクラス（岡Ｊ・アンクラス（30303030 分×分×分×分×3333 本）本）本）本）    ０－３０－３０－３０－３    ●負け●負け●負け●負け    

＜総評＞立ち上がりボールを回され、防戦にまわる。ただ、相手のペースに慣れてくるとボールを奪い、パスを繋ぐこともできるようになった。ただ、なか
なか縦へのパスが入らず、シュート、得点まではいかない。アンクラスはコートを広く、長短のパスを使い攻撃してきた。スピードはそれほどないが、一人
一人の技術が高く、ボールを動かしてくる。「なでしこリーグ」での活躍を期待したい。（大石） 
 

【【【【アカデミーアカデミーアカデミーアカデミー（（（（４・５４・５４・５４・５年生）年生）年生）年生）】】】】東郷サ東郷サ東郷サ東郷サザンスターザンスターザンスターザンスターFCFCFCFC とのトレーニングマッチとのトレーニングマッチとのトレーニングマッチとのトレーニングマッチ    2010.03.20 2010.03.20 2010.03.20 2010.03.20 自由ヶ丘中学校自由ヶ丘中学校自由ヶ丘中学校自由ヶ丘中学校グラウンドグラウンドグラウンドグラウンド    
＜総評＞立ち上がりは慌ててしまい、コントロールとキックのミスが多かったが、時間がたつと落ち着きを取り戻し、コート全体を使い、パスを使ってゴー
ルを目指すシーンが多く見られた。常にゴールを意識しながらも縦に急がず、ボールを動かす、まだまだ、ミスも多く、ぎこちなさも感じるが、ドリブル中
心のサッカーからパスを中心としたサッカーへ変化しているように感じた。一年間トレーニングしてきたことの成果が発揮できたゲームではなかったかと思
う。ただ、まだまだ課題も多く、特に「ボールを奪う」といった守備の部分では物足りなさを感じた。今後もトレーニングを積み、課題を克服していきた
い。（大石） 

２－１２－１２－１２－１    ○勝ち○勝ち○勝ち○勝ち    
０－３０－３０－３０－３    ●負け●負け●負け●負け    
    
８－１８－１８－１８－１    ○勝ち○勝ち○勝ち○勝ち    
４－０４－０４－０４－０    ○勝ち○勝ち○勝ち○勝ち    

    

    
    
≪１回戦≫≪１回戦≫≪１回戦≫≪１回戦≫    

０－５０－５０－５０－５    ●負け●負け●負け●負け    
１－１１－１１－１１－１    △分け△分け△分け△分け    

 
新中学新中学新中学新中学
３年生３年生３年生３年生

新中学新中学新中学新中学
２年生２年生２年生２年生

新中学新中学新中学新中学
１年生１年生１年生１年生

新小学新小学新小学新小学
６ 年生６ 年生６ 年生６ 年生

新小学新小学新小学新小学
５年生５年生５年生５年生

新小学新小学新小学新小学
４年生４年生４年生４年生

新小学新小学新小学新小学
３年生３年生３年生３年生

新小学新小学新小学新小学
２年生２年生２年生２年生

新小学新小学新小学新小学
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

14:15-15: 45 14:30-15:30

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

13:00-15:00 15: 15-17:15 16:30-18: 00 15:15-16:15

・自由ヶ丘中学校＞授業参観・ＰＴＡ総会
・19:00- 宗像市サッカースクール（自由ヶ丘中学校Ｇ）

未定

未定

19: 00-20:30
（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: 00-20:30
（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）

OFF

未定

・城山、福間東中学校／赤間、赤間西、河東西、
　自由ケ丘小学校＞授業参観・ＰＴＡ総会
・19:00- 宗像市サッカースクール（自由ヶ丘中学校Ｇ）

9:30-11:30
（赤間西小Ｇ）

16:00-18:00
（終末処理場Ｇ） （終末処理場Ｇ）

全日本支部大会
一次リーグ

（ＪＡグラウンド）

9:30-11:30
（赤間西小Ｇ）

13:00-14:00

（赤間小学校Ｇ）

12:30-18:00
TRM

（終末処理場Ｇ）
OFF

全日本支部大会
一次リーグ

未定

19: 00-20:30
（自由ヶ丘中学校）

OFF

未定

火

30

27

金

28 水

29292929 木木木木

金

月26

23

25252525

土土土土24242424

日日日日

13

水

月

21

19

22

水

火

木

20

18181818

金

17171717 土土土土

14

木15

日本クラブユース（U-15）
福岡支部大会

（終末処理場Ｇ）

9:30-11: 30
（赤間西小学校Ｇ）

2

4444 日日日日

5

3333 土土土土

16

日日日日

7 水

火

8

6

月12

日日日日11111111

19:00-21:00
（自由ヶ丘中学校）

19:00-20:30
（自由ヶ丘中学校Ｇ）

19:00-21:00
（自由ヶ丘中学校）

JYとのTRM
15:00-17:00

TRM

（ＪＡグラウンド）

火

土土土土10101010

ジ ュニアジ ュニアジ ュニアジ ュニア

金9

木

1 木

金

月

岡垣東中学校入学式
宗像地区小学校入学式

19:00- 宗像市サッカースクール（自由ヶ丘中学校Ｇ）

19:00-21:00
（自由ヶ丘中学校）

宗像地区小中学校始業式

岡垣東中学校始業式

宗像地区中学校入学式

19-　宗像ジュニアサッカー協会　総会（自由ヶ丘小学校）

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）

19:00-21:00
（自由ヶ丘中学校）

OFF

福岡県３種サッカーリーグ戦
（第２節振替）（宗像終末処理場Ｇ）

15:00-17:00
（終末Ｇ）

19:00-21:00
（自由ヶ丘中学校）

ミーティング
19:00-21:00

（赤間西コミュニティーセンター）

ながなが帝踏イレブン他とのTRM
（ＪＡグラウンド）

19:00-20:30
（自由ヶ丘中学校Ｇ）

19:00-21:00
（自由ヶ丘中学校）

19:00-21:00
（自由ヶ丘中学校）

福岡県３種サッカーリーグ戦
（第６節）（宗像終末処理場Ｇ）

鞍手、ビゴールとのTRM
午前のみ（鞍手町民Ｇ）

14:00-15:00

（赤間小学校Ｇ）

未定

福岡県３種サッカーリーグ戦
（第７節）（直方市西部運動公園Ｇ）

元岡中学校サッカー部とのTRM
（グローバルアリーナ人工芝Ｇ）

19:00-21:00
（自由ヶ丘中学校）

日本クラブユース（U-15）
福岡支部大会

（ふれあいの森Ｇ）

19:00-21:00
（自由ヶ丘中学校）

19:00-21:00
（自由ヶ丘中学校）

日本クラブユース（U-15）
福岡支部大会（ふれあいの森Ｇ）

日本クラブユース（U-15）
福岡支部大会（終末処理場Ｇ）

19:00-20:30
（自由ヶ丘中学校Ｇ）

9:00-11:30
(終末処理場Ｇ）

19:00-21:00
（自由ヶ丘中学校）

19: 00-20:30
（自由ヶ丘中学校）

・19-　６年生謝恩会
・午後～　U-12県トレセン（大石Ｃ）

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

13:00-14:00

 


