
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アッローロとの TM（５年生）  
１２/１１ ふれあいの森 G 

 

～新人戦戦績～ 

〈福岡支部大会 B パート〉 
vs アビスパ福岡 ０－４ 負け 
vs 新宮 FC １－２ 負け 
vs 春日イーグルス ４－２ 勝ち 
vs フェルサ大野城 １－１ 分け 
vsAC ファルベン ２－１ 勝ち 
vsSFIDA ５－０ 勝ち 
vsDuel ３－１ 勝ち 
  ⇒B パートリーグ３位 

〈全体順位決定戦〉 
vs 福翔トナカイ ０－０ ジャンケン負け 
  ⇒B 福岡支部６位で県大会へ 

〈福岡県大会 D パート〉 
vs 直方（筑豊１位） １－０ 勝ち 
vsNEO（北九州２位） １－０ 勝ち 
vs ペラーダ（筑後３位） ５－１ 勝ち 
vs 新宮（福岡４位） ０－０ 分け 

⇒D パートリーグ１位で九州大会へ 

〈県大会総評〉 

緊張した雰囲気の中、第１日目

の２試合（直方、NEO 戦）は苦し

い試合でした。特にＮＥＯとのゲ

－ムは後半押し込まれる場面が

多く、最後は本当に我慢したと

思います。ただ、勝負にこだわ

り、ゲ－ムに勝てたことは評価

できますが、最終的に蹴り合い

になったことは残念でした。 

～予選最終日、積雪のためにグ

ラウンド状態がよくない中のゲ

－ムでした。 特に、苦手意識の

ある新宮ＦＣとのゲ－ムは得点

チャンスが数回あったにも関わ

らず無得点に終わりました。フィ

ニッシュについては今まで同様

に課題であると痛 感しました。 

２００５年度 
九州クラブユースサッカーU－１４大会（新人戦） 

ジュニアユース設立から３年目。初の九州大会への切符を手
にすることができました。昨年度はひとつ上の年齢の強豪チー
ムを相手に幾度となく苦杯をなめる結果となりましたが、ここへ
きてようやく実力を発揮することができました。 

他にもまたまだ不十分な点も多

いですが、課題を抽出し、そして

解決して今後のゲ－ムに望みた

いと思います。寒い中、たくさん

の方の応援、本当にありがとう

ございました。 (大石・安藤) 

vs アッローロB ０－０ 分け 
vs アッローロB １－１ 分け 
vs アッローロB ３－２ 勝ち 

「意図をもってプレーをすること」というテ

ーマをもとに望みました。何となく前に蹴

ったり追いかけたりする癖があるので、

失敗を繰り返しながら本人の意思でプレ

ーできるようになってくれたらと感じま

す。試合全体で意識をしたことは、「サイ

ドからの攻撃」です。ボールを左右に動

かすことによってチャンスは広がるもの

です。簡単そうで難しいパス・トラップの

基本技術をあげシンプルに全員でゴー

ルへとボールをつないでいきましょう。 

            （小川） 

vs 東郷 ２－２ 分け 
vs アッローロ ７－１ 勝ち 
vs 鯰田 １－２ 負け 

テーマは「ゴールの意識」。そのための「意思

あるファーストタッチ」。シュートと判断したとき

の思い切りやその本数などからも攻撃面での

意識は高かったのですが、ディフェンス時の自

陣ゴールの意識を高める必要があり、そのポ

ジショニングや攻め込まれた際のフォローアッ

プに課題を残しました。 また、ファーストタッチ

の意識と技術を高めることで攻守共に楽にボ

ールを支配でき、より的確でダイナミックな判

断を伴ったプレーに繋がると思います。そのた

めにも、ボールを受ける準備とプレーのイメー

ジを高めたいものです。今回得ることのできた

課題と試合で得た自信を糧に九州大会に向か

いたいと思います。（古賀）  

東郷、アッローロ、鯰田との TM 
（６年生） １２/１１ ふれあいの森 G 

今年も年の瀬を迎えようとしております。一年間を振り返ってみますととても慌ただしく、保護者のはじめ地域の皆様にはご迷惑をかけっぱなし

だったと痛感しております。来年も「子ども達第一に！」と考えておりますのでご協力をよろしくお願いいたします。（大石） 

ごあいさつ 

先日よりお願いしておりました「福岡教育大

学サッカー部全国大会出場へ向けてのご支

援」では、合計４０口、２００００円の支援金が

集まりました。この支援金は全国大会トレー

ニング用のビブスとして、保護者代表と生徒

代表で教育大サッカー部の皆さんに先日手

渡しました。サッカー部の皆さんにはたいへ

ん喜んでいただき、「保護者の皆様方のご支

援に深く感謝しております」とのご挨拶をいた

だきました。全国大会での活躍に向けて、一

助となれば幸いです。皆様方、ご協力たいへ

んありがとうございました。（大石・太田） 

お礼 

○ 福岡市ウインタ－サッカ－フェスティバル（中学２年生） 
１月６日（金）・７日（土）・８日（日）雁ノ巣レクリエ－ションセンタ－（福岡市東区）、博多の森球技場（福岡市博多区）（予定）    
※関東のクラブチ－ム、九州のクラブチ－ム等と対戦予定です。 

○ 九州少年サッカ－大会筑前支部大会（６年生参加） 
一次予選リ－グ：２００６年１月９日（月祝） 会場 かぶとの森Ｇ（篠栗町）vs リエ－ト、vs 惣利春日野 
二次予選リ－グ：１月１４日（土） 会場 なまずの郷Ｇ  
決勝ト－ナメント：１月１５日（日） 会場 なまずの郷Ｇ、決勝リ－グ：１月２１日（土） 会場 なまずの郷Ｇ 

○ ナイキプレミアムカップ（Ｕ－１３）２００６福岡支部大会 
予選リ－グ：２００６年１月２１日（土）、２８日（土）、決勝ト－ナント：１月２９日（日）、２月４日（土）会場 ふれあいの森 G（宗像市）他 

○ ジュニアユ－ス体験練習会の開催について（３回） 
１月２９日（日） ９：３０～１１：３０（受付９：００～） 河東小 G（宗像市）、２月４日（土）・５日（日） ９：３０～１１：３０（受付９：００～） JA 宗像農地 G 

○ ２００６年度ジュニアユ－ス入会説明会 
２月５日（日）１９：００～ 会場 赤間西コミュニティ－センタ－会議室 ※たくさんの参加をお待ちしております。 

○ 香月招待３年生サッカ－大会（３年生） 
２月（日にちは未定です） 会場 北九州市立香月小学校グラウンド（北九州市八幡西区） ※詳細につきましては後日お知らせします。 

○ ２００５年度九州クラブユ－スサッカ－Ｕ－１４大会（中学生） 
予選リ－グ：２月１１日（土） 会場未定（福岡県or 熊本県 or 大分県or 鹿児島県内の会場です）、決勝ト－ナメント：３月１１日（土）・１２日（日） 会場未定  

中学
２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 日
2 月
3 火
4 水

5 木

6 金
福岡市サッカ－フェスティバル
（雁ノ巣レクリエ－ションセンタ－）

7 土
福岡市サッカ－フェスティバル
（雁ノ巣レクリエ－ションセンタ－）
福岡市サッカ－フェスティバル
（雁ノ巣レクリエ－ションセンタ－）

9 月
九州少年サッカ－大会筑前支部大会
（予選リ－グ）（かぶとの 森Ｇ）（６年生）

九州大会
筑前大会

10 火 宗像市・福津市内小・中学校始業式

11 水

12 木

13 金

14 土
九州少年サッカ－大会筑前支部大会
（二次リ－グ）（なまずの郷Ｇ）（６年生）

15 日
九州少年サッカ－大会筑前支部大会
（決勝ト－ナメント）（なまずの郷Ｇ）（６年生）

16 月

17 火

18 水

19 木

20 金
福岡県クラブジュニアユ－スサッカ－新人大会
決勝トーナメント（飯塚健康の森Ｇ） 全農ちびりんピック九州大会（グロ－バルアリ－ナ）

ナイキプレミアムカップ（Ｕ－１３）２００６
福岡支部大会（ふれあいの森Ｇ）
九州少年サッカ－大会筑前支部大会
（決勝リ－グ）（なまずの郷）（６年生）

九州少年サッカ－大会筑前支部大会
（決勝リ－グ）（予備日）（なまずの郷）（６年生） 全農ちびりんピック九州大会（グロ－バルアリ－ナ）

公認Ｃ級コ－チリフレッシュ講習会（福岡大学）

23 月

24 火

25 水

26 木

27 金

ナイキプレミアムカップ（Ｕ－１３）２００６
福岡支部大会（ふれあいの森Ｇ）

三宅中学校サッカ－部等とのトレ－ニングマッチ
（ふれあいの森Ｇ）

ナイキプレミアムカップ（Ｕ－１３）２００６
福岡支部大会（会場未定）（～２月４日（土））

公認４級審判員更新講習会（八幡西市民センタ－）

ジュニアユ－ス体験練習会
（河東小Ｇ９：３０～１１：３０）

九州クラブユ－ス（Ｕ－１４）サッカ－選手権大会
抽選会（アクシオン福岡１３：００～）

30 月

31 火

お休み

福岡市
サッカ－フェスティバル参加

（雁ノ巣レクリエ－ションセンタ－）

日 曜 主な活動

お休み

その他の行事
（トレセン等）

ジュニアジュニアユ－ス

後日連絡します

後日連絡します

後日連絡します

１９：００～２１：００
（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）

8 日

１９：００～２１：００
（中央中Ｇ）

１９：００～２１：００
（中央中Ｇ）

お休み

１９：００～２０：３０
（自由ケ丘中Ｇ）

１９：００～２１：００
（自由ケ丘中Ｇ）

九州大会
筑前大会

１９：００～２０：３０
（自由ケ丘中Ｇ）

１９：００～２１：００
（中央中Ｇ）

１９：００～２０：３０
（自由ケ丘中Ｇ）

１９：００～２１：００
（自由ケ丘中Ｇ）

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）

１９：００～２０：３０
（自由ケ丘中Ｇ）

１９：００～２０：３０
（自由ケ丘中Ｇ）

三宅中学校サッ
カー部とのＴＭ
（ふれあいの森

Ｇ）

１４：００～１６：００
（赤西小Ｇor体育館）

★体育館シュ－ズも持
たせて下さい

１０：００～１１：３０
（赤西小Ｇor体育館）

★体育館シュ－ズも持たせ
て下さい

１０：００～
１１：００

（赤西小Ｇor体育館）
★体育館シュ－ズも

持たせて下さい

21 土

22 日

ナイキプレミアム
カップ

（Ｕ－１３）
２００６

福岡支部大会

９：３０～１１：００
（ふれあいの森Ｇ）

29 日

28 土

ナイキプレミアム
カップ

（Ｕ－１３）
２００６

福岡支部大会

９：００～
１１：３０

（河東小Ｇ）

福岡県
クラブ

ジュニアユ－ス
サッカ－
新人大会

ナイキプレミアム
カップ

（Ｕ－１３）
２００６

福岡支部大会 九州大会
筑前大会

１０：００～
１１：００

（ふれあいの森Ｇ）
後日連絡します

後日連絡します


