
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

祝・優勝 アビスパＪ２前座試合 9／１８ ６年生 博多の森球技場 

幼稚園・保育園児初大会 9／4 http://www.uniqlo.co.jp/sk/ 
《Ａチーム》 

VS ひなた村自然塾ぞうＡ ０－２ 負け 

VS ＦＣルンビニセレソン ０－１ 負け 
VS 若葉幼稚園Ａ     ０－１ 負け 

《Ｂチーム》 

VS 若葉幼稚園Ｂ     ０－１ 負け 
VS 天照サッカークラブＦ ０－２ 負け 

VS ブリヂストンﾌｯﾄｻﾙＢ  ０－１ 負け 

《Ａチーム》３年生 

VS 茶山ＳＣ  ０－１ 負け 

VS 青葉JrＳＣ  ０－１ 負け 
VS 唐津ｿﾙﾆｰﾆｮ FC ０－１ 負け 

ＦＢＳお城納豆杯 ９／４ Ｕ９ http://www.fbs.co.jp/fbsjsf/ 

８月末に行われた JA カップで
ベスト３に入り、その勢いのまま
この日の試合に臨みました。 
対戦相手は筑前支部でも強豪と 

幼稚園生の初めての大会参加、
この大会には去年に引き続き参加
をし今年も元気一杯に試合に臨み
ました。子供たちは、蒸し暑い中
最初から最後まで一生懸命コート
の中を走りまわっていました。 
試合の中では、テレビで見 

るようなスーパープレーもあ          

ＪＡカップ ６年生３位 ５年生も上級生相手に健闘 

り、子供たちにはいい経験になっ
たのではと思います。 
また、保護者の方のたくさんの応
援ありがとうございました。 
        （大宇根）               

《Ｂチーム》３年生 

VS 南当仁ｻｳｽｳｲﾝｽﾞ １－０ 勝ち 

VS 今宿ＳＣ－Ａ   ０－２ 負け 
VS 大野城南ＳＳ  ０－３ 負け 

《Ｃチーム》２年生 

VS 福南 JrＳＣ  ０－６ 負け 

VS 福重少年Ｂ ０－２ 負け 
VS 足原ブルー ０－２ 負け 

《Ｄチーム》２年生 リーグ２位 

VS 住吉少年ＳＣ １－０ 勝ち 

VS コスモＡ      ２－０ 勝ち 
VS 波多江ﾌｧﾙｺﾝｽﾞ  ０－０ 分け 

言われるチームばかりでしたが、選手
たちが一生懸命に頑張った結果、見事
優勝をすることが出来ました。 
試合終了後の選手は皆、自信に満ち溢
れていました。また、博多の森球技場
で試合をすることが出来、とてもいい
経験になったのではないかと思いま 

予選 VS 勢門 １－１ 分け 

 （抽選の結果決勝へ） 

決勝 VS 吉木  ５－４ 勝ち 

《６年生》 

準々決勝 vsＦＣ福興 １－１ 

ＰＫ ４－３ 勝ち 
準決勝  vsＦＣ河東 ３－４ 負け 

  １・２位トーナメント３位 

試合数を増すことに、選手のモチベ
－ションをあがり、良いプレ－が随所
に見られました。 
準々決勝では今まで２回対戦して２
敗しているＦＣ福興を相手に先取点
を取られましたが、後半に追いつきま
した。この時のねばり強さは本当にす
ばらしかったです。今までとは違った
試合運びでした。 
準決勝はＦＣ河東との対戦でした。

強風の中、２点先制しましたが、後半
になって逆転され、一時はおいつきま
したが、再度逆転され、タイムアップ 

《５年生》vs 福南 ２－１ 勝ち 

vs 神興 ０－１ 負け 

   ４位トーナメント２位 

台風 16 号の影響による強風の中、
６年生中心のチームを相手に善戦で
した。特にひとり一人が「戦う気持ち」
を盛り上げてくれたことを嬉しく思
っています。 
ここ一番のワンプレーでチャンス

を逃す場面もありました。１度のボー
ルコントロールは、日々の練習の積み
重ねの結果です。基本技術向上を目指
したいと思います。 
試合後、とてもいい顔をしていまし

た。立派なサッカー選手です。夏休み
の素晴らしい経験になったことでし
ょう。ご協力頂いたご父兄の皆様に感

謝いたします。   （古賀） 

す。これから、多くの大会に参加をし
ますが、どの大会でもいい結果が出せ

るように頑張って行こう！（大宇根） 

を迎えました。前半に１点取られたこ
とがいたかったと思います。最終的に
は、ＦＣ河東に３ー４で負けてしまい
ました。 
この１点の差は数字以上に大きい

かもしれません。ただ、一人一人が努
力すれば勝利を手にすることはそれ
ほど難しくないでしょう。また、今大
会参加して、上位に入ったチ－ムの力
の差はほとんどありません。１１月の
宗像市サッカ－フェスティバル、１月
の九州大会予選を目的に一人一人が
自覚を持って常日頃の活動に参加し
てもらいたいです。 
今大会参加の３位という成績は、こ

れから６年生全員が成長する上で良
いきっかけになることを期待してい

ます。      （大石） 

  ９／４のＦＢＳお城納豆杯の写真です 

  

日 曜 主な活動 ジュニアユ-ス ６年生 ５年生 ４年生 ３年生 ２年生 １年生
保育園

幼稚園生 その他の行事（トレセン等）

1 金 城山中学校中間試験

2 土

3 日 自由ケ丘ＳＣ・南郷ＳＳＣとのＴＭ
（終末Ｇ）

自由ケ丘ＳＣ・南

郷ＳＳＣとのＴＭ

4 月 日ノ里・玄海中学校中間試験

5 火
１９：００～２１：００
（自由ケ丘中Ｇ） 日ノ里・河東中学校中間試験

6 水 河東中学校中間試験

7 木
１９：００～２１：００

（自由ケ丘中Ｇ）

8 金

9 土 Ｕ－１２九州トレセン（グロ－バルアリ－ナ）

10 日 Ｕ－１２九州トレセン（グロ－バルアリ－ナ）

11 月
ＦＣ直方Ｕ－１５他とのＴＭ

（西部運動公園Ｇ）
ＦＣ直方他と

のＴＭ
Ｕ－１２九州トレセン（グロ－バルアリ－ナ）

12 火
１９：００～２１：００
（自由ケ丘中Ｇ）

13 水

14 木
１９：００～２１：００

（自由ケ丘中Ｇ） 城山中学校文化祭

15 金 城山中学校文化祭

16 土 香月招待５年生サッカ－大会
（香月小Ｇ）

日ノ里・河東・玄海中学校文化祭

香月招待５年生サッカ－大会

（香月小Ｇ）
玄海中学校文化祭

イ－グルスＦＣ及びＦＣ花鶴他とのＴＭ

（ジュニアユ－ス）（自由ケ丘中Ｇ）
赤間小学校区ドッチボ－ル大会
（赤間小Ｇ）

18 月

19 火
１９：００～２１：００

（自由ケ丘中Ｇ）

20 水

21 木
１９：００～２１：００

（自由ケ丘中Ｇ）

22 金
九州クラブジュニアユ－ス新人サッカ－大

会福岡支部予選（会場未定）

Ｕ－１２筑前支部トレセン

（会場未定）

中体連宗像区新人大会（ふれあいの森Ｇ）

24 日
九州クラブジュニアユ－ス新人サッカ－大

会福岡支部予選（会場未定）
ＴＭ（終末Ｇ）

中体連宗像区新人大会

（ふれあいの森Ｇ）

25 月

26 火
１９：００～２１：００

（自由ケ丘中Ｇ）

27 水

28 木
１９：００～２１：００

（自由ケ丘中Ｇ）

29 金
九州クラブジュニアユ－ス新人サッカ－大

会福岡支部予選（会場未定）

宗像地区新人サッカ －大会（なまずの郷Ｇ）

九州クラブジュニアユ－ス新人サッカ－大
会福岡支部予選（会場未定）

宗像地区新人サッカ －大会（なまずの郷Ｇ）

※ジュニアの活動につきましては、９月より日が暮れが早くなる関係で、基本的に平日の活動はお休みにします。

　 但し、希望者のみ、ナイタ－設備を利用して自由ケ丘中学校グラウンドにて活動を行います。ご理解とご協力をお願いします。

※年度当初、予定しておりました１０月２４日（日）開催のセントラルサッカ－フェスティバルは、諸事情により１１月３日（水祝）に延期します。ご了承下さい。

※活動予定につきましては、都合により変更する場合があります。その際は、電話連絡差し上げます。ご了承下さい。

１４：００～１５：３０

（終末Ｇ）

１４：００～１５：００

（終末Ｇ）

31 日 お休み

１９：００～２０：３０（自由ケ丘中Ｇ）

（希望者のみ）

30 土
クラブユ－ス

新人戦

宗像地区新
人サッカ－

大会
運営補助

宗像地区新人サッカ－
大会（なまずの郷Ｇ）

１９：００～２０：３０（自由ケ丘中Ｇ）

（希望者のみ）

お休み

１９：００～２０：３０（自由ケ丘中Ｇ）

（希望者のみ）

23 土 クラブユ－ス
新人戦

９：３０～１１：３０
（終末Ｇ）

１４：００～１５：３０
（終末Ｇ）

★★未定★★
１４：００～１５：３０

（終末Ｇ）

１４：００～１５：００

（終末Ｇ）

１９：００～２０：３０（自由ケ丘中Ｇ）

（希望者のみ）

お休み

17 日
イ－グルスＦＣ及

びＦＣ花鶴とのＴＭ

１４：００～１６：００
（終末Ｇ）

香月５年生
大会

１０：００～１１：３０
（終末Ｇ）

１６：００～
１７：３０
（終末Ｇ）

１６：００～１７：００

（終末Ｇ）

１９：００～２０：３０（自由ケ丘中Ｇ）
（希望者のみ）

お休み

１９：００～２０：３０（自由ケ丘中Ｇ）

（希望者のみ）

Ｕ－１２九州トレセ

ン運営協力（グロ

－バルアリ－ナ）

９：３０～１１：３０
（終末Ｇ）

１９：００～２０：３０（自由ケ丘中Ｇ）
（希望者のみ）

お休み

１９：００～２０：３０（自由ケ丘中Ｇ）
希望者のみ）

お休み

１４：００～１６：００

（終末Ｇ）

９：３０～１１：３０

（終末Ｇ）
１４：００～１５：３０

（終末Ｇ）

１４：００～１５：００

（終末Ｇ）

※タイムスに掲載する、各学年のゲーム・トレーニングの画像を募集しております。

画像データがありましたらastar@kyuushu.interq.or.jp（半田）までご連絡ください。 

 


