
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《５年生》 
①１－１ 分け 
②１－２ 負け  
③０－１ 負け（１０分１本） 

《４年生》 
①３－１ 勝ち 
②２－２ 分け  
③０－０ 分け（１０分１本） 

森都ＳＣとのＴＭ ９／３ ＪＡ宗像農地グラウンド（４・５年） 

【午前の部】 
《宗像セントラルＦＣキッズＡ》 
vsわかみずミッキー ６－０ 勝ち 
vsこ ま ど り ミュ ウ ０－１ 負け 
vsふくようSC 森の木ＦＣ ０－０ 分け 

【午後の部】 
《宗像セントラルＦＣキッズＢ》 
vsめ ぐ み 保 育 園 ０－１ 負け 
vsひなた村 自 然 塾 １－０ 勝ち 
vs成田山・報恩・合川 １－０ 勝ち 

ヤフードームを使用しての大きな大会でした。珍プレー好
プレーの連続で、選手たちだけではなく見ている私たちま
でも、とても楽しむことができました。ボールに全員が群が
る楽しいサッカーでしたが、随所に個性の光るプレイ（行
動）を見せてくれました。保護者の方々の応援も、どのチ
ームにも劣らないほどの元気がありました。選手たちはこ
のような大会を通して、体を動かすことの楽しさ、仲間の大
切さ、そして何よりサッカーの面白さを学び、素晴らしい思
い出になったことだと思います。最後に、荷物運びなど協
力してくださった保護者の方々、選手を優しくお世話してく
れた中学生、どうもありがとうございました。  （小川） 

ユニクロサッカーキッズ！in ヤフードーム  
９／１０ ヤフードーム（Ｕ-６） 

vs 早良 ５－０ 勝ち 
vs 今宿 ０－１ 負け 
vs 西南 １－０ 勝ち 

コーチングやサポートができずにチャンスを潰し、
パスやトラップのミスからピンチを招く展開が続き
ました。パスの精度やタイミング、ボールキープや
サポートを強化したいと思います。しかし、なぜコ
ーチングができないのか。なぜサポートしないの
かといったことも考える必要もありそうです。どうし
ていいのかわからないのか。わかろうとしていな
いのか。技術や判断に自信がないからなのか。
失敗が怖いのか。それとも個人の性格なのか。チ
ームとしてひとつの壁の前に立っているような気
がしています。彼らと話し合い、彼らを信じて必ず
この壁を一緒に乗り越えたいと思います。支える
ものは技術と経験から生まれる自信と、チームの
仲間、そして家族だと思います。（古賀） 

 

西南ＦＣ等とのトレーニングマッチ 
９／１９ 百道中央公園（６年） 

福岡県内外チームとのトレーニングマッチ  
９/１～２３（ジュニアユース） 

４年 生 は 、テーマの
一つである「ボールを
とめる」ことが出来て
いました。まだまだ試
合らしくなるには時間
がかかりますが 、今
は全力でボール を追
いかける姿勢 を身 に
つけて欲 しいです。
（小川） 

５年生 は、もっとサッカ
ーに対して、チーム内で
意思疎通 を図 ることが
大事ではないかと感じ
ました。基本技術の向
上もさることながら、声
をだしたり、どんどんボ
ー ル を取りに行 ったり
する気持 ちを育みたい
ところです。 
 

vs教 育 大 サ ッ カ ー 部   ２－８ 負け（２５分×２＋１２分）  
（教育大７人 vs ジュニアユ－ス１１人） 

vs花 鶴 Ｆ Ｃ  ４－１ 勝ち （２０分×３本） 
vsＡＣファルベン  ４－１ 勝ち （２年主体） 
vs新 宮 Ｆ Ｃ  ０－２ 負け （２年主体） 
vs大 野 城 ＦＣ  ２－１ 勝ち （２年主体） 
vs新 宮 Ｆ Ｃ  ２－０ 勝ち （１年主体） 
vs大 野 城 ＦＣ  ０－？ 負け （１年主体） 

vs春 日 イ ー グ ル スＦＣ   １－２ 負け （２年主体） 

vs西 南 Ｆ Ｃ  ０－５ 負け （２年主体） 

vsブレイズ 熊 本  ０－２ 負け （２年主体） 
vs別 府 ミネルバ  ２－２ 分け （２年主体） 
vs筑 陽 学 園  ２－２ 分け （２年主体） 
vsＦＣ  Ｎ ＥＯ  ４－０ 勝ち （２年主体） 

【予選リーグ】 
１試合目 
 vs明治北 ０－３ 負け 
２試合目 
 vs香 月 Ａ ０－５ 負け 
３試合目 
 vs中 原 ０－３ 負け 

【順位トーナメント】 
１回戦 
 vs帝 踏 ０－１１負け 
順位トーナメント 
 vs香 月 Ｂ ２－０ 勝ち 

第６回香月招待５年生サッカー大会  
９／２４・２５ 香月小学校グラウンド（５年） 

試合後に「本当に悔しい」と話した選手ら。その気持ちを忘れなけ
れば、この大会に出場した意味は大きいはずです。自分に何がで
きるのか。何をしなければいけないのか。まずは自分で考え実行
することが大切だと思います。技術は練習すれば必ず上達しま
す。しかし、「意識」をもって取り組めばもっと上達するはずです。
今日の良かった点、悪かった点、次の目標をしっかり整理しましょ
う。今回のテーマは「コミュニケーション」でした。声を掛け合ってプ
レーするよう終始伝えました。最後の試合に勝った選手らは「前よ
りもできた」と話していました。明日も今日より少しでも前に進みま
しょう。（古賀） 

今までに対戦したことのないタイプのチー
ムとのゲ－ムも経験しました。特に「ブレイ
ズ熊本」「別府ミネルバＦＣ」「ＦＣ ＮＥＯ」。
技術力もですが、本当に一人一人がたくま
しいこととサッカーへのこだわりを感じまし
た。当チ－ムもきつかったことだと思いま
す。現在、ケガをしている選手も多いと思い
ますが、この経験を生かしてもっともっとた
くましくなってほしいと思います。１ヶ月近く
に渡るトレ－ニングマッチで、２年生はもと
より、１年生の上達ぶりも目立ちました。
今、とても伸びている時期だと思います。
（安藤・大石） 

中学
２・３年生

中学
１年生

小学
６年生

小学
５年生

小学
４年生

小学
３年生

小学
２年生

小学
１年生 幼児

1 土 南郷ＳＳＣ他とのトレ－ニングマッチ
（南郷広場１２：００～１８：００）（４年生）

南郷SSC
他とのＴＭ

１４：００～
１５：００
（終末Ｇ）

2 日
長崎ドリ－ムＦＣＵ－１５他との
トレ－ニングマッチ
（終末Ｇ）（ジュニアユ－ス）

自由ケ丘幼稚園運動会

3 月 河東・玄海中学校中間試験

4 火 河東・玄海中学校中間試験

赤間小学校修学旅行

日ノ里中学校中間試験

赤間小学校修学旅行

日ノ里・津屋崎中学校中間試験

7 金 津屋崎中学校中間試験

トレ－ニングマッチ（４年生）
（ふれあいの森Ｇ）（午後）

Ｕ－１２九州トレセン
（鹿児島県）
九州ユ－ス（Ｕ－１５）サッカ－選手
権大会（グロ－バルアリ－ナ）

トレ－ニングマッチ（ジュニアユ－ス）
（会場未定）

Ｕ－１２九州トレセン
（鹿児島県）

トレ－ニングマッチ
（５・６年生）（終末Ｇ）

九州ユ－ス（Ｕ－１５）サッカ－選手
権大会（グロ－バルアリ－ナ）

トレ－ニングマッチ
（５・６年生）（ＪＡグラウンド）

Ｕ－１２九州トレセン
（鹿児島県）

九州ユ－ス（Ｕ－１５）サッカ－選手
権大会（グロ－バルアリ－ナ）

11 火

12 水
赤間西小学校修学旅行
城山・自由ケ丘中学校
文化祭
赤間西小学校修学旅行

自由ケ丘中学校文化祭

花どんたくサッカ－フェスティバル
（アイランドシティ）（１・２年生）

日ノ里・河東・玄海・津屋崎中学校
文化祭

16 日
宗像地区新人サッカ－大会
（ふれあいの森運動公園Ｇ）（５年生） 後日連絡 宗像地区新人

サッカ－大会 後日連絡

17 月

18 火

19 水 ＦＣ花鶴Ｕ－１５とのトレ－ニングマッチ
（Ｕ－１３）（千鳥ケ池Ｇ）（予定）

お休み ＦＣ花鶴
とのＴＭ

20 木 河東小学校修学旅行

21 金 河東小学校修学旅行

中体連宗像区新人サッカ－大会
（ふれあいの森Ｇ）
２００５ナショナルトレセンＵ－１２
シュミュレ－ション（日田市）

九州クラブユ－ス（Ｕ－１４）
サッカ－選手権大会福岡支部大会
（会場未定）（予定）（ジュニアユ－ス）

中体連宗像区新人サッカ－大会
（ふれあいの森Ｇ）

宗像地区新人サッカ－大会
（会場未定）（５年生）（予備日）

２００５ナショナルトレセンＵ－１２
シュミュレ－ション（日田市）

花どんたくサッカ－フェスティバル
（アイランドシティ）（１・２年生）

24 月

25 火 日ノ里西小学校修学旅行

26 水 日ノ里西小学校修学旅行

27 木

28 金

29 土
九州クラブユ－ス（Ｕ－１４）
サッカ－選手権大会福岡支部大会
（会場未定）（予定）（ジュニアユ－ス）
九州クラブユ－ス（Ｕ－１４）
サッカ－選手権大会福岡支部大会
（会場未定）（予定）（ジュニアユ－ス）
福岡県新人サッカ－大会筑前支部大会
（会場未定）（５年生）（～１１／１３（日））

31 月

お休み

９：００～１１：0０（終末
Ｇ）

トレ－ニングマッチ

後日連絡

１０：００～１２：００
（終末Ｇ）

１４：００～１５：３０
（終末Ｇ）

トレ－ニングマッチ

トレ－ニン
グマッチ

１０：００～１２：００
（ふれあいの森Ｇ）

九州ユ－ス（Ｕ－１５）サッカ－選
手権大会決勝見学

１９：００～２１：００
（自由ケ丘中Ｇ）

お休み

お休み

お休み

お休み

１９：００～２０：３０
（自由ケ丘中Ｇ）

１９：００～２０：３０
（自由ケ丘中Ｇ）

１９：００～２０：３０
（自由ケ丘中Ｇ）

14 金

13 木

15

１９：００～２０：３０
（自由ケ丘中Ｇ）

１９：００～２１：００
（中央中Ｇ）

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
（自由ケ丘中Ｇ）

１９：００～２１：００
（自由ケ丘中Ｇ）

１９：００～２０：３０
（自由ケ丘中Ｇ）

日 曜 主な活動

１９：００～２０：３０
（自由ケ丘中Ｇ）

9

１９：００～２０：３０
（自由ケ丘中Ｇ）

１８：３０～２１：００
（自由ケ丘中Ｇ）

日

10 月

１９：００～２１：００
（中央中Ｇ）

１９：００～２１：００
（自由ケ丘中Ｇ）

長崎ドリ－ムＦＣＵ－１５
他とのＴＭ

5 水

6 木

8 土

30 日

九州クラブユ－ス（Ｕ－１４）サッカ－選手権福岡支部大会及び福岡県新人サッカ－大会筑前支
部大会の詳細が決定次第ご連絡します。

22 土

23 日

１９：００～２１：００
（自由ケ丘中Ｇ）

１９：００～２１：００
（中央中Ｇ）

１９：００～２０：３０
（自由ケ丘中Ｇ）

花
ど
ん
た
く

フ

ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

九州クラブユ－ス（Ｕ－１４）サッカ－選手権福岡支部大会
の詳細が未定です。そのために他の内容もその決定次第

ご連絡します。

１９：００～２１：００
（中央中Ｇ）

９：００～１１：３０
（終末Ｇ）

１４：００～１５：３０
（終末Ｇ）

土

１８：３０～２１：００
（自由ケ丘中Ｇ）

花どんたく
フェスティバル

宗像地区新人サッカ－
大会運営補助

１８：３０～２１：００
（自由ケ丘中Ｇ）

○大石コ－チが１０/８（土）・９（日）・１０（月祝）に鹿児島県で開催されるＵ－１２九州トレセンと１０/２２（土）２３（日）に大分県日田市で開催されるナショナルトレセンＵ－
１２九州シミュレ－ションに参加する関係で活動にご迷惑をおかけしますが、ご協力・ご了承下さい。 

○福岡県新人サッカ－大会筑前支部大会（５年生が参加します。） 
 １０/３０（日）：一次リ－グ、１１/３（木祝）二次リ－グ、６（日）決勝ト－ナメント（１日目）、１２（土）決勝ト－ナメント（２日目）、１３（日）予備日 

○九州クラブユ－ス（Ｕ－１４）サッカ－選手権大会福岡支部大会（ジュニアユ－ス１・２年生が参加します。） 
  予選リ－グは１０/２３（日）・２９（土）・３０（日）、１１/３（木祝）・５（土）・６（日）１２（土）・１３（日）、順位決定戦は１１/１９（土）、予備日 １１/２０（日） 
 ★一部の中学校では１１月の第３週から期末試験が始まります。大会期間中に期末試験が行われる場合もあります。各自十分な準備をしましょう！！ 
○今後の予定 
 ・指導者講習会及び筑前支部トレセン選手練習会 期日 １１/１９（土） 会場 梅林アスレティック公園Ｇ（太宰府市） ※詳細は後日連絡します。 
 ・トレ－ニングマッチ 期日 １１/２３（水祝） 会場 未定 ※当クラブからは５年生が参加します。 
 ・第２３回宗像市サッカ－フェスティバル 期日 １１/２６（土）・２７（日） 会場 宗像市内 ※当クラブからは６年生が参加します。 

• １０/２ 長崎ドリームと
のＴＭ（中１・２） 

• １０/９ トレーニングマッ
チ（５・６年） 

• １０/１ 南郷ＳＳＣとのト
レーニングマッチ（４年） 

• １０/１６ 練習（３年） 
• １０/１５・２３ 花どんた

くフェスティバル（１・２
年、幼児） 

以上のゲーム等で各学
年の写真撮影を計画して
おります。できる限りの活
動参加をお願いいたしま
す。 


