
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベスト８ 九州少年サッカー大会筑前支部大会（６年生） １／９、１０、１６  

  

  

第１戦目 VS 春日ｼﾞｭﾆｱ １－２ 勝ち 
第２戦目 VS 筑紫野 FC ４－１ 勝ち 
決勝戦  VS ｾﾝﾄﾗﾙﾄｯｺ  ４－１ 勝ち 
 

優勝 宗像セントラルFC 

優勝 春日市サッカーフェスティバル（６年生） １２／２６ 春日運動公園 

Jr.ユースＴＭ １／９ 中央中学校グラウンド 
VS 折尾愛真 ２－２ 分け 

VS 西南ＦＣ ４－０ 負け 

県大会へのキップをかけて行わ
れた筑前支部トーナメント！１・２
次予選に続き、この日も試合前後や
試合中に雨・雪・あられが降り、か

なり寒い中での試合となりました。 

２００４年最後の大会参加、こ
の大会は九州大会筑前支部予選へ
向けての大切な試合でした。その
大会で見事優勝をすることが出来
選手には自信がついたと思いま
す。 

この日は雪が舞うほど寒い日で
した。しかし、ナイキカップも 
２週間後にせまっていた為、選手
たちには緊張感があり１試合目は 

ベスト８ ナイキカップ予選リーグ（Jr.ユース） １／２２ 
予選リーグ（ふれあいの森） 

VS 東福岡自彊館中 ４－０ 勝ち 

 VS 春日野中     ２－１ 勝ち 
決勝トーナメント（福間東中学校） 

 VS 筑紫野南中   ５－１ 勝ち 
 【準々決勝】 
  VS 新宮ＦＣ     ０－１ 負け 

「試合に勝つことの難しさ」を再
度痛感させられた大会でした。県大
会出場決定戦であった準々決勝に
ついても、ゲ－ムは当クラブが支
配、コントロ－ルしていましたが、
詰めの甘さ、フィニッシュの不正確
さが浮き彫りになりました。今後、
基 

また、試合の中では随所に選手
１人１人のすばらしいプレーが見
られてとても良かったです。この
調子で九州大会筑前支部予選を勝

ち抜いて行こう！  （大宇根） 

パスをつなぐ試合が出来たと思い
ます。しかし、２試合目は寒さの
影響で集中力が切れたせいか相手
のペースに巻き込まれて自分たち
のサッカーが出来ず、また、試合
合内容もあまりいいとはいえませ 

んでした。特に感じたことは、「ボ
ールを蹴る・止める」の精度の違
いを試合の中で感じました。ナイ
キカップまで２週間しかないです
が、２つの精度を上げて行こう！ 

      （大宇根） 

一次リーグ 1/9 （大野北小学校） 
VS バディ    ０－５ 負け 
VS 宇美     １－０ 勝ち 
VS 国分     ３－０ 勝ち 
 二次リーグ進出 

二次リーグ 1/10 （舞の里小学校） 
VS VITORIA    ０－１ 負け 
VS 粕屋        ０－０ 

(PK3-2) 勝ち 
   トーナメント進出 

その中でも、選手たちは今自分た
ちが持っている力をすべて出し尽
くして試合を出来たのではないか
と思います。その結果、筑前支部で 
ベスト８という結果が残せたと思
っています。 
この結果に満足せずに、さらに上

のレベルを目指し残り３ヶ月あま
りですが、頑張って行こう！！ 

（大宇根） 

 トーナメント 1/16 （なまずの郷G） 
  VS 春日ｲｰｸﾞﾙｽ  １－１ 

(PK4-2) 勝ち 
    VS バディ    ０－５ 負け 

基本技術を中心としたこれらの課
題を克服していきたいと思います。  
最後に、応援に来て頂いた保護者

の皆様、ジュニアの選手達、また、
他のクラブの皆さん、本当にありが
とうございました。これからも応援
よろしくお願いします。  (大石） 

サッカ－の試合に行くと、よく見かける光景があります。 
試合会場でのチ－ムの場所取り、飲み物も着替えも、何から何まで親が準備。子供達はただ

単に用意されたものを飲み、言われるままに着替えるだけです。いつも必ずそろっているから
「ありがとう」とさえ言えない選手もいます。 
 お手伝いして頂くことは大変ありがたいことです。でもその多くは、子供達自身で十分でき
ること。あるいは、子供達自身が、したほうがいい、する必要があることです。 
むしろ、子供なりに、必要なことは自分で必要だと思って、自分でやるということこそ大事。
足りなかったり、不便だったりしたら、自分で考えて、工夫したり相談したりして何とかする。
そして次にはそうならないようにすることが大切です。 
 私達は、サッカ－で自立が大切であると考え、自立した選手を育成しようとしています。 
自立しているというのは、自分自身で判断して、責任をもって行動する、ということです。 
誰かにやれと言われたから、ではなく、自分自身がやりたい、やったほうがいいと思うからや
る。失敗も自分の判断によるもの。誰かのせいにはできません。 
  

また、何から何まで大人がそろえてくれる環境に子供達が「あって当然」と思うことは
間違いです。用意してもらえない環境では何もできない、適用できない子供になってしま
うでしょう。何から何まで常に用意されている環境を与えることがマイナスとなることも
あるのです。 
 サッカ－の合宿に集合したときに、スパイクシュ－ズを忘れてしまった子がいました。 
その子に聞くと、いつもは自分ではなく母親が用意してくれるので自分のせいではない、
とのこと。親が電話をしてきて、届けにくるといいます。「運動靴でやらせるから結構です。」 
とお断りしました。３日間の合宿で、その子は滑りやすくてやりにくそうにしていました
が、運動靴で最後まで練習しました。その後、その子は決して忘れ物をしないようになり
ました。お母さんによると、それ以来、必ず自分自身で用意をするようになったとのこと
でした。 
（めざせ ベストサポ－タ－～サッカ－に夢中な子どもたちのケアのためのハンドブック 

発行 財団法人 日本サッカ－協会技術委員会） 

保護者の皆さんへ 《サッカ－は子どもを大人にし、大人を紳士にするスポ－ツである》 
自立の第一歩 ～子どもなりに、自分で必要だと思うことを自分でやることが大事～ 

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 火
１９：００～２１：００
（自由ケ丘中Ｇ）

2 水

3 木
１９：００～２１：００
（自由ケ丘中Ｇ）

4 金

5 土
ジュニアユ－ス体験練習会（９：３０～１１：３０）
（会場　宗像終末処理場グラウンド）

赤間西小学校
創立２０周年式典（午前中）

ジュニアユ－ス体験練習会（９：３０～１１：３０）
（会場　宗像終末処理場グラウンド）

小倉南ＦＣＪｒとのＴＭ（５年生）（宗像終末処理場
グラウンド）（１２：３０～１７：００）

7 月

8 火 １９：００～２１：００
（自由ケ丘中Ｇ）

9 水 アビスパ福岡Ｕ－１３とのＴＭ（糟屋江辻Ｇ） アビスパ福岡
Ｕ－１３とのＴＭ

宗像市内中学校学力テスト

10 木
１９：００～２１：００
（自由ケ丘中Ｇ）

宗像サッカ－フェスティバル（会場　宗像市郡内）

近隣地域クラブとの交歓試合（６年生）
（宗像終末処理場グラウンド）（終日）

12 土 宗像サッカ－フェスティバル（会場　宗像市郡内）
宗像地区
トレセン

１４：００～
１５：３０
（終末Ｇ）

宗像地区５年生トレセン
選手練習会（赤間西Ｇ）

ジュニアユ－ス体験練習会（９：３０～１１：３０）
（会場　宗像終末処理場グラウンド）

ジュニアユ－ス入会説明会（１９：３０～）
（会場　宗像市民体育館３Ｆ会議室）

14 月

15 火
１９：００～２１：００
（自由ケ丘中Ｇ）

16 水

17 木 河東中学校学年末試験

18 金
河東・日ノ里中学校学
年末試験

19 土
５年生筑前支部トレセン
（赤間西小学校Ｇ）

20 日
５年生筑前支部トレセン
（赤間西小学校Ｇ）

21 月 日ノ里中学校学年末試験

22 火 １９：００～２１：００
（自由ケ丘中Ｇ）

城山中学校学年末試験

日ノ里中学校修学旅行（２年生）

城山中学校学年末試験

日ノ里中学校修学旅行（２年生）

城山中学校学年末試験
日ノ里中学校修学旅行（２年生）

香月招待３年生サッカ－大会（香月小学校Ｇ） Ｕ－１２福岡県トレセン
（なまずの郷Ｇ）
２００４ナショナルトレセンＵ－１２
伝達講習会（なまずの郷）

宗像杯（６年生）（＋３／６（日））（なまずの郷Ｇ）

香月招待３年生サッカ－大会（香月小学校Ｇ）

28 月

３月の活動予定

○三戸杯について（５年生） ○元岡中学校サッカ－部との交歓試合について（ジュニアユ－ス）
　期日　２００５年３月５日（土）・６日（日） 　期日　２００５年３月２０日（日）
　会場　鳥栖スタジアム他（鳥栖市内） 　会場　グロ－バルアリ－ナ人工芝グラウンド（宗像市）

　期日　２００５年３月６日（日） 　期日　２００５年３月２４日（木）（学校終了後）
　会場　福岡市立下山門中学校グラウンド（福岡市） 　会場　グロ－バルアリ－ナ（宗像市）

○折尾フレンズカップ（４年生） ○アビスパ福岡Ｕ－１３とのトレ－ニングマッチ
　期日　２００５年３月１２日（土）・１３日（日） 　期日　２００５年３月３０日（水）
　会場　折尾地区内 　場所　宗像市内

○岩熊杯について（６年生） ○セントラルサッカ－フェスティバル
　期日　２００５年３月１９日（土）・２０日（日） 　期日　２００５年４月３日（日）
　会場　西部運動公園（直方市内） 　場所　会場未定

※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。

※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。

○サニックス国際ユ－ス（Ｕ－１７）サッカ－大会運営補助について（ジュニアユ－ス）○下山門中学校サッカ－部との交歓試合について（ジュニアユ－ス）（予定）

１４：００～１５：００
（終末Ｇ）

27 日 後日お知らせします 宗像杯 お休み

１４：００～１６：００
（サニックス玄海Ｇ）

９：３０～１１：３０
（終末Ｇ）

香月招待
３年生
大会

１４：００～
１５：３０
（終末Ｇ）

25 金

26 土

１９：００～２０：３０
（自由ケ丘中Ｇ）

23 水
お休み

24 木 １９：００～２１：００
（自由ケ丘中Ｇ）

１９：００～２０：３０
（自由ケ丘中Ｇ）

お休み

筑前支部
トレセン

１４：００～１５：３０
（サニックス玄海Ｇ）

１４：００～１５：００
（サニックス玄海Ｇ）

１４：００～１６：００
（終末Ｇ）

ナショナルトレセンＵ－１４
伝達講習会（香月中Ｇ）

１９：００～２０：３０
（自由ケ丘中Ｇ）

お休み
１９：００～２０：３０
（自由ケ丘中Ｇ）

13 日
ジュニアユ－ス

体験練習会参加
１４：００～１６：００

（赤間西小Ｇ）

１９：００～２０：３０
（自由ケ丘中Ｇ）

お休み
１９：００～２０：３０
（自由ケ丘中Ｇ）

11 金

宗像フェスティバル

近隣地域
クラブとの

ＴＭ

９：３０～１１：３０
（終末Ｇ）

１４：００～１５：００
（終末Ｇ）

１３：００～１４：３０
（終末Ｇ）

１３：００～１４：００
（終末Ｇ）

6 日 小倉南ＦＣとのＴＭ １０：００～１１：００
（赤間小Ｇ）

１９：００～２０：３０
（自由ケ丘中Ｇ）

１９：００～２０：３０
（自由ケ丘中Ｇ）

ジュニアユ－ス
体験練習会参加

１４：００～１６：００
（サニックス玄海Ｇ）


