
《予選リーグ B チーム》 
vs森 都 ０－０ 分け 
vs上 西 郷 ３－０ 勝ち 
vs東 郷 ６－０ 勝ち 
⇒決勝トーナメントへ進出 

《１・２位決勝トーナメント》 
vsF C 河 東 ４－０ 勝ち 
vs 宗像 JFC ３－０ 勝ち 
vs 自 由 ヶ丘 ２－１ 勝ち⇒総合優勝！ 

本大会は、これまでの成果を発揮する大切な大会
と位置付けていました。『優勝』を目標としたプレッ
シャーの中で、確実に結果を残せたことは大きな
自信に繋がったことでしょう。２日間で６試合。初日
にはＡチームと掛け持ちで出場した選手も少なくあ
りません。限られた体力をセーブすることなく、常に
１００％の力で戦う気持ちを持続した結果だと思い
ます。先日のふよう杯の反省点をひとり一人が、そ
してチームとして修正できた成果です。小学校最後
の夏休みの良い思い出が増えたことを嬉しく思い
ます。技術は確実に上がってきています。自信を
持ち、更に上のレベルで戦いましょう！両日を通
じ、保護者の皆様をはじめ、ジュニアユースや低学 
年の選手、関係各位の多大なご協力に感謝致しま 

 

中学２・３年 中学１年 小学６年 小学５年 小学４年 小学３年 小学２年 小学１年 幼児

1 木 宗像市内小・中学校始業式

2 金
課題テスト
（日ノ里・河東・津屋崎中学校）

3 土 トレ－ニングマッチ
（４・５年生ＪＡグラウンド）

支部トレセン交流大会
（北九州市立香月小学校Ｇ）

4 日 交歓試合（５年生天拝山グラウンド）

5 月 課題テスト
（城山・玄海・自由ケ丘中学校）

6 火

7 水

8 木

9 金

10 土 ＪＦＡキッズサッカ－フェスティバル
ＩＮヤフ－ド－ム

フェスティバル
運営補助

フェスティ
バル

Ｕ－１２福岡県トレセン
（北九州市立香月小学校Ｇ）

11 日 衆議院選挙

12 月 宗像市内中学校職場体験

宗像市内中学校職場体験

赤間西小学校５年生
キャンプ

宗像市内中学校職場体験

赤間西小学校５年生
キャンプ

15 木
宗像愛内中学校職場体験
自由ケ丘・津屋崎中学校
エンジョイスク－ル

16 金
宗像市内中学校職場体験
自由ケ丘・津屋崎中学校
エンジョイスク－ル

17 土

18 日

19 月

ブレイズ熊本（予定）、福岡・春日イ
－グルスＦＣ他との交歓試合
（ふれあいの森Ｇ）
（ジュニアユ－ス）

20 火

21 水

22 木

23 金
Ｕ－１２福岡県トレセン選手
練習会（筑前支部）
自由ケ丘小学校運動会

24 土
第６回香月招待５年生
サッカ－フェスティバル
（北九州市立香月小学校Ｇ）

日ノ里西・自由ケ丘南
河東西小学校運動会

25 日
第６回香月招待５年生
サッカ－フェスティバル
（北九州市立香月小学校Ｇ）

東郷・日ノ里東・玄海
玄海東小学校運動会

26 月

27 火

28 水

29 木 城山中学校中間試験

30 金 城山・自由ケ丘中学校
中間試験

14 水

13 火

日 曜 主な活動
その他の行事
（トレセン等）

ジュニアジュニアユ－ス

１９：００～２１：００
（中央中Ｇ）

１９：００～２０：３０
（自由ケ丘中Ｇ）（希望参加）

１９：００～２１：００
（自由ケ丘中Ｇ）

１９：００～２０：３０
（自由ケ丘中Ｇ）（希望参加）

トレ－ニ
ングマッ

チ

１９：００～２１：００
（自由ケ丘中Ｇ）

１９：００～２０：３０
（自由ケ丘中Ｇ）（希望参加）

１９：００～２１：００
（中央中Ｇ）

１９：００～２０：３０
（自由ケ丘中Ｇ）（希望参加）

香月招待
５年生
大会

別途連絡

１９：００～２１：００
（自由ケ丘中Ｇ）

１９：００～２０：３０
（自由ケ丘中Ｇ）（希望参加）

１９：００～２１：００
（中央中Ｇ）

１９：００～２０：３０
（自由ケ丘中Ｇ）（希望参加）

１９：００～２１：００
（中央中Ｇ）

１９：００～２０：３０
（自由ケ丘中Ｇ）（希望参加）

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

お休み

１０：００～１１：００
（終末Ｇ）

９：３０～１１：００
（終末Ｇ）

お休み

お休み

１９：００～２０：３０
（自由ケ丘中Ｇ）（希望参加）

お休み

ブレイズ熊本他との交歓試合
（ふれあいの森Ｇ）

１９：００～２１：００
（中央中Ｇ）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全日本少年大会、さわやか杯で出
場機会の少なかった選手を中心に
遠征試合に望みました。『コミュニケ
ーションプレー（意志を伝える）』のテ
ーマについては非常に評価できる試
合でした。課題としては、トラップとパ
スの精度をより高める必要があり、
今後の練習に取り組みたいと思いま
す。（古賀、小川） 

 

３位パートで優勝できたことは嬉しく思っています。 
両日とも雨が降ったり止んだりの悪天候。グランド
コンディションが悪い中での戦い方も選手にとって
は良い経験になったはずです。初日に逆転負けし
てしまったのは、精神面のもろさが如実に結果に
繋がったものでした。体力が浪費してきた中でも集
中力を切らさず前へ向かう力が必要です。判断力
をサポートするために技術の向上を目指すととも
に、考える力や積極性が今の課題であり、ひとり一
人がこの力をレベルアップすることがチーム全体
のレベルアップに繋がるでしょう。高い意識のもと
で、もうひとつ上のレベルで戦いたいものです。頑
張りましょう！（古賀） 

３年生にとっては中学年代最後の大会としてのぞみました。準々
決勝は当クラブが相手チ－ムが３年生主体のチ－ムであること
でかなり押し込まれる時間が多く苦しい試合となりました。身体を
張ってプレ－した場面もありましたが、もっともっと闘う気持ちを
全面に出してプレ－することが 大切であると痛感しました。技術
面も大切ですが、充実した精神力をもつことも大切です。この経
験をこれからに生かしてほしいと思います。（大石、安藤） 

第１１回 JA カップ宗像ジュニアサッカー大会  
８／２７・２８ 赤間西小・JA グラウンド（６年） 

第１３回ふよう杯親善少年サッカー大会 
８／２０・２１ グローバルアリーナ（６年） 

高円宮杯第１７回全日本ユース（U－１５） 
サッカー選手権大会福岡支部大会予選リーグ  

８／６・７ ８／２０ 終末処理場 G 他 （中２・３） 

 

第１回 SOGO サマーサッカーフェスティバル 
７／３０・３１ 大任町総合運動公園グラウンド（６・５年） 

YMCA、筑陽学園中、FC 河東等との TM 
８／２０ ８／２３ 終末処理場グラウンド他（中１） 

和白 SSC との TM 
８／２８ グローバルアリーナ クレーコート（５年） 

《予選パート》 
vsFC エレファンツ ４－４ PK ３－５ 負け 
vs 長住少年 SC １１－１ 勝ち⇒３位パートへ進出 

《３位パート》 
vs 西南 FC     ３－０ 勝ち 
vs柏原キッカーズ ３－２ 勝ち 
vsJFC 津屋崎   １－０ 勝ち⇒３位パート優勝！ 

 

《予選リーグ》 
vs 福岡２００２   ２－１ 勝ち 
vsJ－ ユナイテッド ４－０ 勝ち 

《予選トーナメント》 
vs 前原東中    ４－０ 勝ち 
vs 福岡２００２   １－０ 勝ち  

⇒１位で決勝トーナメントへ 
《決勝トーナメント》 

１回戦 vs 大利中 ３－０ 勝ち 
準々決勝 vsLAPASION ０－２ 負け 

⇒ベスト８ （県大会出場ならず） 
 
 

６年生 
《第１試合》 

vs 川崎  ８－０ 勝ち 
《第２試合》 

vs 西国分 ５－０ 勝ち 

 

５年生 
《第１試合》 

vs 南トータス FC  １－３ 負け 
《第２試合》 

vsオ リ エ ン ト F C ドリー ム  ０－３ 負け 

 猛暑の中で行われた２試合でした。勝敗
よりももっともっと自分自身を信じて、勇
気をもってプレ－してほしいと感じまし
た。技術的なことも大切ですが、強い気
持ちをもって相手と闘う気持ちも大切で
す。これから試合も増えてきます。ひとつ
ひとつ、少しずつ、できないことができる
ように、できていることはもっとス－パー
になるようにがんばりましょう！（大石） 

 

ゲ－ムに臨んでいましたが、今回は１人２つ以上のポジションを経験させま
した。これにより新しい発見があったのも事実です。ゲ－ムはある程度支
配することはできましたが、更なる個人技術の向上が必要であると思われ
ます。朝練習の成果もでているのも事実です。今以上に個人技術の向上と
闘う気持ちを全面に出せるように頑張りましょう。（大石） 

２０日の高円宮杯予選終了後、同会場にて１年生が福岡ＹＭＣＡ、筑陽
学園中とトレ－ニングマッチを行いました。１年生を見て感じることは、
チ－ム全体がまとまってきたこと、個人技術が伸びてきていることが挙
げられます。その反面、個人差がでてきていることも事実です。キック、
トラップ、ドリブルを中心に個人技術の精度を向上させることが今度の
課題であると思います。 
また、２３日は FC 河東とのトレーニングマッチも行いました。結果は、４
－０（勝ち：２０分×３本）でした。このゲームでは、Ｕ－１３のグル－プ
（含中学２年生の早生まれ）とそのグル－プに２年生を数人入れたグ
ル－プを意識して臨みました。今まではある程度ポジションを固定して 宗像セントラル OB の本村梨華さんの所属する神村学園中等部女子サッカー部が、８月２５日に行われた全日本女子 U－１５大会の決勝戦で、４－１で勝利し、優勝しました。おめでとうございます！ 

《予選リーグ A チーム》 
vs福 興 ０－２ 負け 
vs日 の 里 ２－１ 勝ち  
vs南 郷 ６－１ 勝ち 
⇒決勝トーナメントへ進出 

《１・２位決勝トーナメント》 
vs宗像 JFC ０－３ 負け 
vsFC 河 東 １－１ 分け（フレンドリー ） 
⇒総合成績：５位 

炎天下の中、素晴らしい経験ができたと
思います。１日目は苦しんで悲願の決勝
トーナメント進出を勝ち取り、１日で３試
合を限られた人数で乗り切ったことは非
常に大きな成果です。２日目は４年生４
人の頼もしい援軍のおかげもあり、トー
ナメント１回戦は黒星を喫したものの１６
チーム中総合５位入賞をとることができ
ました。大会を通して、何人かの選手の
精神面に変化が見られ、技術の習得意
欲を感じとることができ、内容の濃い大
会になりました。保護者の方々、応援・お
世話をありがとうございました。（小川） 

 

和白少年サッカ－クラブ、清水少年サッカ－クラブと３０分ゲ－ムを合計
３試合行いました。結果と２敗１分でした。１勝もできないかったわけです
が、一対一での一人一人のがんばりが増したような感じがしました。今
後勝利するために、試合のやり方をチ－ムとして統一する必要があると
思われました。その中で個人技術の向上が必要でしょう。５年生は１０月
下旬から新人戦の予選が開催されます。全ての面において少しずつ向
上するようにがんばりましょう。（大石） 

す。ありがとうございました。（古賀） 


