日

曜
日

1 土

ジュニアユ－ス
新中学
３年生

新中学
２年生

ジュニア
新中学
１年生

新小学
６年生

新小学
５年生

新小学
４年生

新小学
３年生

新小学
２年生

新小学
１年生

保育園
幼稚園

アカデミー

その他の行事
（トレセン等）

15:00-17:00
（終末）

日本クラブユース（U-15）
福岡支部大会
OFF

FAIR Spirits
CUP
（福岡FC）

2 日

宗像セントラルサッカーフェスティバル

3 月

第２０回島原招待中学生サッカ大会
（長崎県島原市・雲仙市）

OFF
OFF
セントラル・スプリング・フェスティバル
（ふれあいの森）

4 火

5 水

【中学生】２０１０福岡県ユース（U
【中学生】２０１０福岡県ユース（U-15）サッカーリーグ戦
15）サッカーリーグ戦
１位
３位
５位
７位

ＦＣ直方Ｕー１５
穴生中学校サッカー部
福岡・春日イーグルスＦＣ
鎮西中学校サッカー部

２位 ＦＣターキー
４位 八女ＦＣジュニアユース
６位 宗像セントラルＦＣジュニアユース
８位 長峡中学校サッカ-部
（３部Ｂグループ１ｓｔleg 最終結果）

（第７節）
2010.04.11 直方西部運動公園グラウンド
vs.長峡中学校サッカー部
５－０ ○勝ち
vs.長峡中学校サッカー部
＜総評＞１ｓｔｌｅｇの最終節。選手も気持ちを引き締めて望んでいたようだっ
た。また、今ゲームでは新しいメンバーをスタメンで起用した。新中学１年生２人
だ。かなり、緊張していたようだったが、彼らが先制点をつくり出してくれた。この
姿に発奮したのが、中学２・３年生も今までにないプレーだった。声もでていた。
この流れも２ｎｄｌｅｇでも続けたい。（大石）

（第６節）
2010.04.10 宗像終末処理場グラウンド
vs.FC
２－３ ●負け
vs.FC 直方 U-１５
＜総評＞立ち上がり、相手の運動量を早い寄りに対応することができず、立て
続けに２失点を喫した。後半になって、建て直しをはかり、２得点したが、１失点
したため追いつくことができず、ゲームが終了した。この試合で一番感じたこと
は、「ボールへの寄りのおそさ」と浮球の処理だ。ゲーム終了後にその点のミーテ
ィングを行い、トレーニングを行った。最終節につなげたい。（大石）

宗像地区交流交歓試合 2010.04.18 JA むなかた農地運動場
【４年生】
【５年生】
vs.FC
FC 福間 U-10
vs.
vs.FC
vs.FC 福間 U-12 ０－２ ●負け
vs.FC
FC 日の里 U-10
vs.
vs.FC 日の里 U-12 ３－１ ○勝ち
vs.FC
FC 福間 U-10
vs.
vs.東郷
vs.東郷 SFCUSFCU-12 ０－３ ●負け
＜総評＞１対１や球際での力強いプレーが vs.FC
vs.FC 日の里 U-10

５－０
０－２
０－２
２－１
２－０

○勝ち
●負け
○勝ち
○勝ち

目立った。ひとり一人が随分とたくましくなった
と感じる。試合には負けたものの、短いパス
を多用してボール保有率を高め、相手陣内
に攻め込む場面も少なくなかった。得点に欠
ける修正として、相手ゴール前での突破や
崩しのトレーニングを取り入れたい。また、体
力面での課題も残るが、各自の努力と身体
的成長を待ちたい。（結城・古賀）

＜総評＞新４年生となり初めての対外試
合。正直、考えていたよりも団子サッカー
ではなく、ゲーム(８人制)が出来たことに驚
いた。ドリブルだけではなく、パスの選択肢
を持ち合わせていることも見て判る。少人
数制ゲームをトレーニングに取り入れなが
ら、試合感を育てると共に、キック、パス、
トラップといった基本練習を繰り返し行い
【６年生】ながなが帝踏イレブン
たい。新学年になり新たな仲
【６年生】ながなが帝踏イレブン
他との トレーニングマッチ 間も増えた。今後の成長が
楽しみだ（樋口・古賀）
2010.04.04 JA むなかた農地運動場

（第２節振替） 2010.04.04 宗像終末処理場グラウンド
vs.福岡・
１－０ ○勝ち
vs.福岡・春日イーグルスＦＣ
福岡・春日イーグルスＦＣ

vs.松原サントス
vs.松原サントス FC
vs.ながなが帝踏イレブン
vs.ながなが帝踏イレブン
vs.筑後少年サッカークラブ
vs.筑後少年サッカークラブ

５－２ ○勝ち
０－１ ●負け
１－０ ○勝ち

＜総評＞ここにきて、グッとチームがまとまってプレーもサッカーらしくなってきて闘えるチーム
になってきたように感じる。技術的にはまだまだ荒削りで不器用だが、長短のパスやドリブル
で前へ前へボールを運べるようになっている点は成長していると思います。特に、最後の試
合(vs,筑後)の拮抗した試合での勝ちはかなり大きい。いつもなら、最後に力尽きて負け
か、スコアレスドローで終わっていたのですが泥くさく１点を奪えて勝てた事が全日本少年サ
ッカー大会に向けての価値ある一勝だと思います。まだ、準備する時間
活動会場は公共施設を利用しています
はあるので日々の練習で頑張って欲しい。 (結城)

＜総評＞チーム全員で勝ち取ったゲームだった。最後の１０分間は本当に苦し
く、足が止まった選手いたが、お互いによくカバーし、助けあった。技術うんぬんよ
り、メンタル面の成長をうかがえたゲームだった。課題も多いが次節に繋げたい。
たくさんの応援、本当にありがとうございます。感謝しております。（大石）

― 活動会場の利用に際して ー
・各会場にてゴミが目立ちます。
ペットボトル等各自で出したゴミは必ず持ち帰るようにお願いします
・自家用車の駐車は所定の場所にお願いします。
会場周辺の駐車禁止区域(歩道、路上等)への駐車は絶対にしないで下さい

【中学生】第２５回日本クラブユース（Ｕー１５）サッカー選手権大
【中学生】第２５回日本クラブユース（Ｕー１５）サッカー選手権大会
第２５回日本クラブユース（Ｕー１５）サッカー選手権大会
福岡支部大会 （第１節）（第２節）
2010.04.17 宗像終末処理場グラウンド
宗像終末処理場グラウンド
vs.オエステ福岡
１－０ ○勝ち
エステ福岡
vs.ルーヴェン福岡
０－２ ●負け
vs.ルーヴェン福岡
＜総評＞「２０１０第２回福岡県ユース（Ｕー１５）サッカーリーグ戦」と並行して大会が開幕し
た。８０分ゲームとはゲームの進め方が全く違う５０分ゲーム、進め方に戸惑いもあったが、初戦
の vs オエステ福岡では優勢にゲームを進めることができた。しかし、決定的な場面がありなが
ら、なかなか得点することができない中、後半ロスタイムＦＫを活かして得点することができた。
劇的な勝利だった。大きな勝利だった。続く、第２節の vs ルーヴェン福岡は体格及びスピード
の違いがあることがわかっていたゲームだった。その中で「ボールへの速い寄り」、「守備の意識」
を重点的に意識させ、粘り強くプレーできた。結果こそ０－２ではあったが、現時点のチームの
状態を考えると力を十分に発揮できたのではないかと思われる。翌週も第３節、第４節そして
最終節と続くが、決勝トーナメント進出目指して１００％の力でがんばりたい。（大石）

【５年生】ながなが帝踏イレブン
【５年生】ながなが帝踏イレブン B とのトレーニングマッチ
とのトレーニングマッチ

6

木

7

金

OFF

全日本支部大会
二次リーグ
（会場未定）

19:00-21:00
（会場未定）

OFF

OFF

8 土

福岡県３種サッカーリーグ戦
（第８節）（会場未定）

全日本支部大会
三次リーグ
（会場未定）

9 日

福岡県３種サッカーリーグ戦
（第９節）（会場未定）

全日本支部大会
決勝リーグ
（会場未定）

19:00-20:30
（グローバルアリーナ
人工芝Ｇ）

未定
15:00-16:30

9:30-11:30
（赤間西小学校Ｇ）

15:00-16:00

13:30-14:30

（赤間小学校Ｇ）

10 月

11 火

19:00-21:00
（グローバルアリーナ人工芝Ｇ）

12 水

18:00-19:30
（宗像終末処理場グラウンド）

13 木

19:00-21:00
（グローバルアリーナ人工芝Ｇ）

19:00-20:30
（グローバルアリーナ人工芝Ｇ）

19:00-20:30
（グローバルアリーナ人工芝Ｇ）

14 金

15 土
OFF
16 日

TRM
（雁ノ巣）

9:30-11:30
（赤間西小学校Ｇ）

全日本支部大会
（予備日）
（会場未定）

16:00-18:00
（終末処理場Ｇ）

15:00-16:30

15:00-16:00

13:30-14:30
OFF

・宗像地区中学校登校日

（赤間小学校Ｇ）
・U-12宗像地区トレセン
・宗像地区中学校運動会

OFF

17 月

・宗像地区中学校代休日

18 火

19:00-21:00
（未定）

19 水

19:00-21:00
（未定）

20 木

19:00-21:00
（自由ヶ丘中学校グラウンド）

19:00-20:30
（未定）

・宗像地区中学校代休日

サッカー道具をはじめ持ち物は大事にし
忘れ物のないようにしましょう

19:00-20:30
（自由ヶ丘中学校グラウンド）

21 金

9:00-11:00
（赤間西小学校Ｇ）

22 土

13:30-15:30
（終末）

学年合同TR＋TRM
午後～（終末処理場Ｇ）

23 日

OFF

16:00-17:00
（終末処理場Ｇ）

OFF

9:30-11:00
（赤間西小）

OFF

11:00-12:00
（赤間西小）

24 月

19:00-20:30
・岡垣東中学校登校日
（自由ヶ丘中学校Ｇ）

・岡垣東中学校運動会

・岡垣東中学校代休日

25 火

19:00-21:00
（自由ヶ丘中学校グラウンド）

26 水

19:00-21:00
（自由ヶ丘中学校グラウンド）

27 木

19:00-21:00
（自由ヶ丘中学校グラウンド）

19:00-20:30
（自由ヶ丘中学校グラウンド）

・岡垣東中学校代休日

19:00-20:30
（自由ヶ丘中学校グラウンド）

28 金

TRM

30 日

31 月

2010.03.23 カブトの森運動公園多目的グラウンド（篠栗町）
カブトの森運動公園多目的グラウンド（篠栗町）

19:00-20:30
・赤間西小学校運動会
（自由ヶ丘中学校Ｇ）

OFF

◎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。変更があった場合には連絡網等にて連絡差し上げます

カブトの森
カブトの森 U-8 交流フェスタ 第５回蹴 Kid's CUP

＜総評＞晴天に恵まれた大会でした。予
選リーグでは、技術の高い相手にうまく試
合をできませんでした。その中でも大会を
通して全試合ゴールを奪えたことは、とても
素晴らしいことだと思います。３位トーナメ
ントでは無失点。決して楽な戦いではあり
ませんでしたが、選手達の頑張りがチーム
初タイトルに繋がりました。また、様々なカ
タチから得点が生まれ、選手達のポテンシ
ャルの高さに驚かされました。保護者のみ
なさま、ご声援ご協力ありがとうございまし
た。（小川）

10:30-11:30
（終末Ｇ）

OFF

29 土

2010.04.04 JA むなかた農地運動場
１－６ ●負け
１本目（１５分×３本）
２本目（２０分×３本）
１－５ ●負け
＜総評＞北九州の古豪ながなが
【３年生】 （２００９年度２年生）
イレブンＢチームと３クォーター制で２
試合を行った。新５年生となって気
持ちが新鮮なうちにメンタル面を強
化したく「戦う気持ち」を意識付けし
た。勝敗に対する拘りや、プレーで
の責任はこれまで以上に明確にす
る必要がある。あらゆるプレッシャー
の中で、自信を持ってプレーするた
めには、各自のトレーニング以外に
も『仲間』との繋がりが大きな支えと
なるだろう。技術的にはディフェンス
のセオリーと、各ポジションの役割な
どを頭でも理解できるよう工夫した
い。（古賀）

・ジュニアユース＞1年生歓迎会
18:00-（グローバルアリーナ）

15:00-17:30（ふれあいの森Ｇ）

ＯＦＦ

・宗像市サッカースクール＝OFF

・赤間西小学校代休日

≪今後の活動予定≫
◎５月１５日（土）
福岡県Ｕー１２トレーニングマッチ
会場：雁ノ巣レクリエーションセンター
対象：ジュニア６年生
◎６月２６日（土）、７月３日（土）・４日（日）・１０日（土）
第１回筑前支部サマーカップ宗像地区大会
会場：なまずの郷Ｇ他
対象：予定
◎７月２４日（土）・２５日（日）（予定）（１泊２日）
アカデミーサマーキャンプ
会場：グローバルアリーナ
対象：アカデミー
◎７月３１日（土）、８月１日（日）
ジュニアユースサマーキャンプ（１泊２日）
会場：宇城市ふれあいスポーツセンター（熊本県宇城市）
対象：ジュニアユース

