
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神理 FC、直方 FC とのＴＭ（６年生） 4/10 終末処理場Ｇ 

南郷 SSC とのＴＭ（５年生）4/10 南郷広場 

日 曜 主な活動 JY
２・３年生

JY
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 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他）

クラブユ－ス

予選

９：３０～１１：３０

終末Ｇ

2 月

3 火
西南ＦＣＵ－１５、河東中学校サッカ－部
等とのトレ－ニングマッチ（河東中Ｇ）

4 水 小倉南ＦＣＪｒＹ、河東中学校サッカ－部
等とのトレ－ニングマッチ（河東中Ｇ）

5 木
１４：００～１６：００

赤間西小Ｇ

6 金
１９：００～２０：３０

自中Ｇ希望参加

全日本少年サッカ－大会筑前支部予選
（一次リ－グ）（なまずの郷Ｇ他）
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））

自由ケ丘中学校サッカ－部とのTM
（中学１年生）（自由ケ丘中学校Ｇ）

全日本少年サッカ－大会筑前支部予選
（ニ次リ－グ）（なまずの郷Ｇ他）
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））

9 月

10 火

11 水 お休み

12 木 日ノ里東小学校修学旅行

13 金 お休み 日ノ里東小学校修学旅行

14 土 全日本少年サッカ－大会筑前支部予選
（決勝ト－ナメント）（宗像終末Ｇ他）

全日本少年サッカ－大会筑前支部予選
（順位決定戦）（なまずの郷Ｇ）
城山中学校サッカ－部との交歓試合
（城山中学校Ｇ　午前）（予定）
南郷ＳＳＣ、森都ＳＣとのTM
（南郷広場　午後）（５年生）

16 月

17 火

18 水 お休み

19 木

20 金

21 土
Ｕ－１２福岡県トレセン選

手練習会（大川小Ｇ）

22 日
全日本少年サッカ－大会筑前支部予選
（予備日）（会場未定）

全日本筑前
支部予選

９：３０～１１：３０

ふれあいの森Ｇ
宗像市内中学校運動会

23 月 宗像市内中学校代休

24 火 宗像市内中学校代休

25 水 お休み

26 木
河東西・自由ケ丘小学

校修学旅行（６年生）

27 金
河東西・自由ケ丘・玄海小

学校修学旅行（６年生）

玄海小学校修学旅行

（６年生）

赤間・赤間西小学校運動会

河東小学校運動会

30 月

31 火

8

土

日

7

１４：００～１５：３０
終末Ｇ

15 日

１７：３０～１９：００
赤間西小Ｇ

９：３０～１１：３０
ふれあいの森Ｇ

未定
１７：３０～１９：００

赤間西小Ｇ

全日本
筑前支部

予選

１４：００～１６：００
ふれあいの森Ｇ

城山中学校
サッカ－部との交歓試合

（予定）

南郷ＳＳＣ
森都ＳＣ
とのＴＭ

１６：００～１８：００
終末Ｇ

４年生vs５年生ＴＭ

９：００～１２：００　終末Ｇ
１４：００～１５：００

終末Ｇ
１４：００～１６：００
ふれあいの森Ｇ

１０：００～１１：００
ふれあいの森Ｇ

１９：００～２１：００
中央中Ｇ

１７：３０～１９：００
赤間西小Ｇ

１９：００～２１：００
自由ケ丘中Ｇ

１９：００～２０：３０
自由ケ丘中Ｇ　希望参加

28 土
１６：００～１８：００

終末Ｇ
自由参加の練習です

（１７：００～１８：３０終末Ｇ）

全日本
筑前支部

予選

１７：３０～１９：３０
終末Ｇ

１７：３０～１９：００
赤間西小Ｇ

ミ－ティング（１８：３０～２０：００）

宗像市民体育館３Ｆ会議室

トレ－ニングマッチ
河東中Ｇ

お休み

クラブ
ユ－ス
予選

自由ケ丘
中学校

サッカ－部
とのＴＭ

※今月は宗像地区小・中学校にて運動会が開催されます。その準備等の関係で通常使用している会場が使用できません。通常の活動時間・場所とは異なってい
ますが、ご協力をお願いします。
※活動予定は都合により変更する場合があります。その場合は早急に電話連絡網にてご連絡差し上げます。

１７：３０～１９：３０
終末Ｇ

１７：３０～１９：００
赤間西小Ｇ

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 日 １４：００～１６：００
終末Ｇ

自由参加の練習です
（１７：００～１８：３０終末Ｇ）

vs 南郷 4-2 負け 
vs 南郷 6-4 負け（以上 40 分ゲーム） 

vs 南郷 3-0 負け（以上 15 分 1 本） 

５年 生 になっての最初 の
練習試合でした。試合 の内
容としては、すべての試合の
中で1 対 1 の局面で競り負け
ている場面が数多く見えまし
た。また、気持ちの面で得点
を取 られると下 を向くことが
多かったです。しかし、５年生
は、始まったばかりなので、
これからの 練習や試合 の中
で少しずつできるようになれ
ばと思っています。（大宇根） 

【２００５年度クラブ窓口のお知らせ】 
２００５年度につきましては、新しく３名の方にクラブ窓口
としてお世話をしていただきます。入部・退部等ご希望の
方は、下記窓口まで連絡してください。 
<ジュニア> 

亀本さん 090-4580-2203 
大西さん 090-9497-7559 

<ジュニアユース> 
樋口さん  090-3735-4898   

新６年生での初ゲーム。１対１のテーマを意識し
たプレーは数多く見られ、相手とスペースを意識
したｎ対ｎの練習に発展させていけると判断しま
した。また、オフェンスではボール を受 ける準
備、ディフェンスは相手のファーストタッチを狙う
といった技術面も強化していきたいと思います。 

初めてのゲ－ムとい
うことで選手もスタッフ
も不安がいっぱいでし
た。負けはしましたが、
選手一人一人の 特徴
を見極める良い機会と
なりました。これからベ
ースとなる基本技術の
精度向上が必要となり
ます。みんなで協力し
てがんばりましょう！ 
         （大石） 

クラブの備品（ユニフォ-ム、ビブス、マ-カ-）が一部紛失
しております。間違って持ち帰っている人がいらっしゃい
ましたら、トレーニング時にお持ちください。 

＜Ａチーム＞ 
vs 直方 FC ３－２ 勝ち 
vs神理FC ０－１ 負け 

＜Ｂチーム＞ 
vs神理FC ０－７ 負け 

vs直方FC ０－７ 負け 

しかし、Ａ／Ｂチームで技術の差が出てきている
のも事実です。チーム全体としての力の底上げが
必要であり、練習方法や各自のモチベーションを
上げる工夫が求められていると感じました。 

（古賀） 

～新６年生 活動スローガン～ 
進級おめでとうございます。小学校の最上級生となるみなさんは、クラブでも良き先輩であり、良き兄貴という存在になってくれることを期待

します。それはプレーもさることながら、普段の生活態度から下級生のお手本であり、また憧れの存在であってほしいということなのです。 
昨年度の活動のまとめとして、サッカーの技術や戦う気持ちは大きく成長したことを、うれしく、そして頼もしく感じています。一方で、基礎技

術の精度など技術的課題も浮き彫りになりました。技術をより高め、これまでの経験をいかしてステップアップするためには、練習が必要なこと
は言うまでもありません。しかし、昨年度を通して最も必要だと感じたのは、選手ひとり一人の『積極性（自発的行動）』です。「状況を判断し、考
え、行動する｣というプロセスはサッカーにも必要不可欠なことですし、それがサッカーの楽しみでもあるはずです。このことの重要性を選手と
確認し合って、そして常にテーマとして意識するために今年度６年生の活動スローガン「3 つの C」を掲げます。サッカーの楽しさを違った角度
から見直すきっかけになってくれれば幸いです。 
Creative：想像力 

クリエイティブ。局面に応じた適切な判断、プレーができる選手をめざそう。そのために豊富なアイデアを持ち、自分で判断しよう。イメージ通りのプレーができ
ることを目標に、そのイメージを個性的に膨らませてみよう。人がこうだから自分もこうするということではなく、自分の考えを仲間やコーチ、両親や大人に言葉
と態度でアピールしよう。サッカーに限らず、普段の生活から自分で考え行動する力を。自信を持って！ 

Challenge：挑戦 
チャレンジ。挑戦する気持ちを忘れないようにしよう。失敗を恐れて行わない、恥ずかしいから言わないという気持ちを克服しよう。「失敗は成功のもと」今の

時期に多くの失敗を経験することは未来の成功へ繋がるのかもしれない。そして、明確な目標を持とう。例えばプロ選手になりたいという目標があるかもしれな
い。しかし、そのためには今、何をするべきかといった明確な目標を設定することも大切なこと。挑戦は目標に向かうための行動だ。また、得意なプレーは誰に
も負けないように、そして苦手なプレーを克服しよう。チャレンジ精神はきっと試合での戦う気持ちに結び付くはず！ 

Chance：機会 
チャンス。好機を生み出しゴールを奪う。これがサッカーの勝敗を分ける。どうすればチャンスが作れるのか。また、仲間との出会いの機会を大切にしよう。子

供から大人までサッカーを通じ、いろいろな人との出会いがあるはず。あいさつから始まる出会い。ちょっとした小さな心配りが、君たちにとって大きな出会いに
なるのかもしれない。 

フェルサ大野城とのＴＭ（ＪＹ１年生） 

4/24 終末処理場Ｇ 

2005 年度全日本クラブユース（U-15）サッカー選手権大会 
１０月の新人戦の時と比べたら、力強さ、速さが

増し、たくましくなりました。ゲ－ム全体は支配してい
るのですが、最後のフィニッシュの不正確さが課題
であると思います。それと、縦に急ぐあまり、正確な
ボ－ルコントロ－ル、パスも少なかったように思われ
ます。予選リ－グ残り２試合、もう一度今までトレ－
ニングしたことを思い出してゲ－ムに臨むようにしま
しょう。（大石、安藤） 

４月１７日（日） 宗像終末処理場Ｇ 
vs フェルサ大野城 ０－３ 負 

４月２３日（土） 宗像終末処理場Ｇ 
 vs 新宮 FC １－４ 負 
４月２４日（日） 宇美総合運動公園Ｇ 
 vs 春日イ－グルス FC ３－３ 分 

４月２９日（金祝）（会場 宗像終末処理場Ｇ） 
  １２：４０～ 福岡市２００２  １５：３０～ 福翔トナカイ  ※たくさんの応援をお願いします。 

６月５日に予定しておりましたセントラルサッカーフェステ
ィバルは、ゲームの都合で１２日（日）に変更させていた
だきます。詳細は後日お知らせいたします。 

６月３・４日は５年生の「交流合宿」を
予定しております。子どもたちの交流
を深める上でも、一人でも多くの参加
をお待ちしております。 

（連絡先：一木、山田） 


