
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予選リーグ 
VS 直方ファイヤー  ４－３ 勝ち 
VSＦＣ直方   ２－１ 勝ち 

決勝トーナメント 
VS 稲築ＳＳＣ  ６－０ 勝ち 
VSＦＣ宮田  ４－０ 勝ち 

 VS 直方ＷＯＮ‘Ｓ   ２－１ 勝ち ～優勝～ 

有終の美 祝・岩熊杯優勝（６年生） ３／１９，２０ 直方西部運動公園 

決勝トーナメント 
１回戦 VS 福南     ７－０勝ち 
準決勝  VS 福興     ３－１負け 

３位決定戦 VS 宗像 JFC ２－０勝ち 

１１人制フルコートで戦う最初の公式
戦と言っても過言ではない記念すべく本
大会に、３年生２３人で参加してきました
（他３名欠席）。ポジションや戦術の指導 

一方、試合の方は１試合目は順当
に勝ちましたが、準決勝で、一時は同
点に追いついたものの追加点を奪わ
れて福興に負け３位決定戦へまわりま
した。 

３位決定戦では、選手が頑張り何と
か勝つことが出来ました。また、この試
合では、選手一人一人の持ち味が随
所に出ていて良かったです。 

          （大宇根） 

第 15 回福岡（若久招待）少年サッカーフェスティバル（Ｕ１１） ３／２６，２７ 

＜予選リーグ＞ 
VS 松島ＳＳＣ ７－０ 勝ち 
VS 千代ＳＳ  ０－０ 分け 
VS 新宮ＦＣJr ０－１ 負け 

※予選リーグ２位。決勝 T 進出 
＜決勝トーナメント＞ 

VS 神理ＦＣ  ０－６ 負け 
＜フレンドリーマッチ＞ 

VS 広島中山ＳＣ １－３ 負け 

県外を含む２４チームが参加したカ
ップ杯。５年生最後の試合となることか
ら、継続テーマである「１対１」に加え、
これまで習得したことを出し切ろうと試
合に臨みました。 

結果は決勝トーナメント１回戦敗退
となってしまいましたが、個人技術と戦
う気持ちは確実に成長しています。ゲ

ームとしてサイドから崩せない、前で 

3 位入賞 宗像杯（６年生） ２／２７ なまずの郷 

ようやく行われた宗像杯２日目、当初
は、６日（日）に予定されていましたが、
雪の為に延期となりました。本日も雪の
影響の心配がありましたが、何とか試
合をすることが出来ました。しかし、セン
トラルが試合をする時に限って雪が舞

パスを通せない、といった課題も見極

めることができました。     （古賀）  
第６回香月招待 3 年生サッカー大会 2／２６，２７ 香月小学校 

１日目（予選リーグ） 
VS 芦屋  ０－０ 引き分け 
VS 香月Ｃ ０－４ 負け 
VS 香月Ａ １－４ 負け 
    ※ブロック３位通過 
２日目 
VS 八幡  ２－１ 勝ち 
VS 香月Ｂ ０－４ 負け 

  ※順位トーナメント３位 

いすごく寒い中での試合となり、選手

は辛かったのではないかと思います。 

はしていないため、いわゆるダンゴサ
ッカー。しかし、パスや大きなキックに
頼ることなく、意思を持って相手に向か
ってプレーしようとする姿勢は保護者
のみなさまにも伝わっていることと思い
ます。また、彼らもサッカーの楽しさ、
ゲームの楽しさを改めて感じることが
できたのではないでしょうか 。この経験
の積み重ねが彼らを大きく成長させる
ことと信じています。       （古賀） 

日 曜 主な活動 ジュニアユ- ス

（２・３年 生）

ジュニアユ- ス

（１年生 ）
６年生 ５年生 ４年生 ３年生 ２年生 １年生 幼児 その他（トレセン等）

1 金
Ｕ－１２福岡県トレセン選手練習
会（香春町総合Ｇ）

ジュニアユ－ス保護者懇談会

（自由ケ丘南小会議室）

3 日 セントラルサッカ－フェスティバル
（赤間小Ｇ）

宗像地区ジュニアサッカ－協会
総会（自由ケ丘南小会議室）

4 月

5 火

6 水 宗像市内小中学校始業式

7 木
8 金 宗像市内中学校入学式

9 土
直方市サッカ－フェスティバル
（直方市内）（ジュニアユ－ス）
直方市サッカ－フェスティバル
（直方市内）（ジュニアユ－ス）

新規４級審判講習会

交歓試合（会場未定）（５・６年生）

11 月 宗像市内小学校入学式

12 火

13 水

14 木

15 金

16 土

17 日
全日本クラブユ－ス（Ｕ－１５）サッカ－大会

福岡支部予選（宗像終末Ｇ他） 新規４級審判講習会

18 月

19 火

20 水

21 木

22 金

23 土
全日本クラブユ－ス（Ｕ－１５）サッカ－大会
福岡支部予選（宗像終末Ｇ他）

全日本クラブユ－ス（Ｕ－１５）サッカ－大会

福岡支部予選（宗像終末Ｇ他）
新規４級審判講習会

５年生vs４年生のテストマッチ
（会場未定）

25 月

26 火

27 水

28 木

全日本クラブユ－ス（Ｕ－１５）サッカ－大会

福岡支部予選（宇美町総合運動公園Ｇ他）

ジュニアユ－ス（１年生）vsジュニア（６年生）
のテストマッチ（終末Ｇ　１３：３０～１６：３０）

30 土
全日本クラブユ－ス（Ｕ－１５）サッカ－大会

福岡支部予選（宗像終末Ｇ）

1 日
全日本クラブユ－ス（Ｕ－１５）サッカ－大会
福岡支部予選（新宮町民グラウンド）

2 月

3 火
小倉南ＦＣＪｒ、西南ＦＣＵ－１５等とのトレ－

ニングマッチ（会場未定）

4 水
小倉南ＦＣＪｒ、西南ＦＣＵ－１５等とのトレ－

ニングマッチ（会場未定）

5 木
１４：００～１６：００

（会場未定）

6 金
１９：００～２０：３０

（自由ケ丘中Ｇ）

全日本少年サッカ－大会筑前支部予選

（一次リ－グ）（会場未定）

全日本クラブユ－ス（Ｕ－１５）サッカ－大会
福岡支部予選（会場未定（予備日））

全日本少年サッカ－大会筑前支部予選

（ニ次リ－グ）（会場未定）

全日本クラブユ－ス（Ｕ－１５）サッカ－大会
福岡支部予選（会場未定（予備日））

全日本
筑前支部

予選

※ジュニアユ－スが参加する「全日本クラブユ－ス（Ｕ－１５）サッカ－大会福岡支部大会」の組み合わせが未定であるため、土・日曜日の活動の変更
の可能性があります。変更がある場合は早急に電話連絡網にて連絡差し上げます。ご了承下さい。

お休み

トレ－ニングマッチ
（会場未定）

7 土

クラブユ－ス予選

8 日

１９：００～２１：００
（自由ケ丘中Ｇ）

１９：００～２０：３０
（自由ケ丘中Ｇ）（希望参加）

29 金
クラブ
ユ－ス
予選

ジュニアユ－ス（１年生）vsジュ
ニア（６年生）テストマッチ

（１３：３０～１６：３０）（終末Ｇ）

９：３０～１１：３０
（終末Ｇ）

１０：００～１１：００
（会場未定）

１９：００～２１：００
（自由ケ丘中Ｇ）

１９：００～２０：３０
（自由ケ丘中Ｇ）（希望参加）

お休み

クラブユ－ス予選

１４：００～１６：００
（赤間西小Ｇ）

１０：００～１１：３０
（赤間西小Ｇ）

24 日
９：３０～
１１：３０
（会場未定）

５年生vs４年生
テストマッチ
（会場未定）

（１４：００～１６：００）

お休み
１９：００～２１：００
（自由ケ丘中Ｇ）

１９：００～２０：３０
（自由ケ丘中Ｇ）（希望参加）

１０：００～１１：００
（会場未定）

１９：００～２１：００
（自由ケ丘中Ｇ）

１９：００～２０：３０
（自由ケ丘中Ｇ）（希望参加）

１４：００～１６：００
（終末Ｇ）

９：３０～１１：３０
（終末Ｇ）

１４：００～１５：３０
（終末Ｇ）

クラブユ－ス予選
１４：００～１５：３０

（会場未定）

お休み
１９：００～２１：００
（自由ケ丘中Ｇ）

１９：００～２０：３０
（自由ケ丘中Ｇ）（希望参加）

10 日
１０：００～１１：００

（会場未定）

１９：００～２１：００
（自由ケ丘中Ｇ）

１９：００～２０：３０
（自由ケ丘中Ｇ）（希望参加）

未定

直方市サッカ－
フェスティバル

１４：００～１６：００
（終末Ｇ）

１０：００～１１：３０
（終末Ｇ）

交歓試合

セントラルサッカ－フェスティバル

１９：００～２１：００
（自由ケ丘中Ｇ）

お休み

2 土
１８：３０～１９：４５
（自由ケ丘中Ｇ）

１５：００～
１６：３０
（終末Ｇ）

１０：００～
１１：３０
（終末Ｇ）

６年生最後の大会ということもあり、選手のモチ
ベ－ションも高く、好プレ－が随所に見られました。
予選リ－グの vsＦＣ直方、決勝の vs 直方ＷＯＮ‘Ｓ
は接戦となりましたが、勝負強さを発揮して勝利を
つかむことができました。６年生全員でつかんだ優
勝といえるでしょう。              （大石） 


