
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜１次予選リーグ＞ 

vs.リエート    ０－１   負け 

＜メンバー＞ 

 ＧＫ：津田 

 ＤＦ：亀本、大力、木村、石津 

 ＭＦ：増田（→飯見）、栗原、田中、佐藤 

 ＦＷ：竹重、西田 

vs.惣利春日南 ２－２   分け 

 得点者＝竹重、田中 

＜メンバー＞ 

 ＧＫ：津田（→大西） 

 ＤＦ：亀本、大力、栗原、飯尾 

 ＭＦ：竹重、木村、田中（→伊藤）、佐藤 

 ＦＷ：武田（→末広）、西田 

第３７回九州少年サッカー大会筑前支部大会（６年生）  １/９ かぶとの森総合運動公園多目的 G（篠栗町） 

 
…しかし、これも実力です。この結果を一人ひとりがしっかりと受け止め、自分を修正して『よ

い経験』に変えましょう。 

 ・考える力  ・戦う姿勢  ・技術 

このキーワードについて、試合後に選手たちにしっかりと伝えたつもりです。あとはやるだけ

です。自分がやらねば誰もやってくれません。結果は努力から生まれるものです。 

いよいよ３学期に入りました。今の仲間とサッカーができるのもあと３ヶ月。小学校生活に悔い

を残すことのないように１００％の力で頑張りましょう。（古賀）  

自由ヶ丘中学校サッカー部との TM（ジュニアユース） 
１/１５ 宗像市立自由ヶ丘中学校 G 

６vs６＋ＧＫを行いました。１年生、２年生を問わず、ミスが多く、ま

た、精度も低く、キック、トラップ等、やはりもっともっとトレ－ニング

しなければならないと痛感しました。（あわせてサポ－トも・・・） ゲ

－ム、ゲ－ムが続いていますが、初心にもどって個人技術の向上

が必要であると改めて考えさせられました。（大石） 

ナイキプレミアム（U－１３）福岡支部大会予選リーグ（１日目） 
１/２１ ふれあいの森総合公園多目的 G 

vs 三宅中学校サッカ－部 １－１ 分け 

vs わかばＦＣ ０－５ 負け 

中学１年生はとてもまとまりがあります。それが良い方向に進んでいけ

ばよいのですが、ゲ－ムの中でお互いに甘えているように感じる部分

があります。もっと自分に厳しく、そして勝負にこだわってほしいと思い

ます。課題は１vs１とフィニッシュ。これからのトレ－ニングで課題を克

服しよう。（大石） 

第１９回福岡県クラブユース（U―１４）サッカー新人大会 
１/２１ 飯塚健康の森多目的広場 

準決勝 vs 西南ＦＣＵ－１５ １－２ 負け 

県大会３位、九州大会出場。結果は結果として喜んで良いと思い

ますが、選手一人一人もう一度自分のプレ－を振り返ってほしい

ものです。（良かったところ、不十分なところ） やはり個人技術の

精度向上とプレ－の幅を広げることが大切。これから九州大会が

ありますが、もう一度基本にもどってトレ－ニングしてみよう。 

（大石、安藤） 

１．ナイキプレミアムカップ（Ｕ－１３）福岡支部大会 準決勝・決勝（中学１年生他）  

  期日 ２００６年２月４日（土） 

  会場 福津市立福間東中学校グラウンド（福津市） 

２．ジュニアユ－ス体験練習会 

  期日 ２００６年２月４日（土）・５日（日）９：３０～１１：３０（受付９：００～） 

  会場 ＪＡむなかた農地運動場（宗像市） 

３．２００６年度ジュニアユ－ス入会説明会 

  日時 ２００６年２月５日（日）１９：００～ 

  会場 赤間西コミュニティ－センタ－会議室 

４．第１５回九州クラブユ－ス（Ｕ－１４）サッカ－大会（ジュニアユ－ス） 

  期日 ２００６年２月１１日（土）・１２日（日）（予備日） 

  会場 未定 

５．筑前支部５年生トレセン練習会 

  期日 ２００６年２月１８日（土）・１９日（日） 

  会場 宗像市立赤間西小学校グラウンド（宗像市） 

６．Ｕ－１２福岡県トレセン練習会 

  期日 ２００６年２月２５日（土） 

  会場 なまずの郷多目的グラウンド（福津市） 

７．２００５年度宗像杯（６年生） 

  期日 ２００６年度２月２６日（日）、３月５日（日）・１１日（土）（予備日）  

  会場 なまずの郷多目的グラウンド（福津市） 

８．第７回香月招待３年生サッカ－大会（３年生） 

  期日 ２００６年２月２５日（土）・２６日（日） 

  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） 

９．５年生支部トレセン交流試合 

  期日 ２００６年３月４日（土） 

  会場 未定 

１０．三戸杯少年サッカ－大会（５年生） 

  期日 ２００６年３月４日（土）・５日（日） 

  会場 鳥栖スタジアム他（佐賀県鳥栖市） 

１１．アビスパ福岡Ｕ－１５とのＴＭについて（中学２年生） 

  日時 ２００６年３月９日（木） （ＫＩＣＫＯＦＦ時間未定） 

  会場 粕屋江辻グラウンド（粕屋町） 

１２．岩熊杯少年サッカ－大会（６年生） 

  期日 ２００６年３月１８日（土）・１９日（日） 

  会場 直方西部運動公園グラウンド（直方市） 

１３．セントラルサッカ－フェスティバルについて 

  期日 ２００６年４月２日（日） 

  会場 未定 

★セントラルの旧練習着（ジュニア）を２月４日（土）よりグロ－バルスポ－

ツにて特価で販売するようです。詳しくはグロ－バルスポ－ツ（担当西郡さ

ん）までお問い合わせ下さい。 

これからの主な活動 

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 水
ＤｕｅｌＦＣＵ－１５とのトレ－ニングマッチ
（中央中Ｇ）（１９：００～２１：００）

お休み ＤｕｅｌとのＴＭ 玄海中学校修学旅行

2 木 玄海中学校修学旅行

3 金 玄海中学校修学旅行

ナイキプレミアムカップ（Ｕ－１３）
２００６福岡支部大会（福間東中Ｇ）

３級審判講習会
（筑豊ハイツ１８：３０～）

ジュニアユ－ス体験練習会
（ＪＡむなかた農地運動場９：３０～１１：３０）

４級審判講習会
（八幡西市民センタ－１４：３０～）

公認Ｄ級コ－チ指導者養成講習会
（福岡教育大学）

ジュニアユ－ス体験練習会
（ＪＡむなかた農地運動場９：３０～１１：３０）

公認Ｄ級コ－チ指導者養成講習会
（福岡教育大学）

２００６年度ジュニアユ－ス入会説明会
（赤間西コミュニティ－センタ－会議室１９：００～）

6 月

7 火

8 水

9 木

10 金

11 土
九州クラブユ－スサッカ－（Ｕ－１４）大会
（予選リ－グ）（会場未定）（ジュニアユ－ス）

宗像市サッカ－フェスティバル
（中学の部）

12 日
九州クラブユ－スサッカ－（Ｕ－１４）大会
（予選リ－グ）（会場未定）（ジュニアユ－ス）

宗像市サッカ－フェスティバル
（中学の部）

13 月

14 火

15 水 河東中学校期末試験

河東中学校期末試験

日ノ里中学校期末試験

河東中学校期末試験
日ノ里中学校期末試験

18 土 Ｕ－１１筑前支部トレセン
（赤間西小Ｇ）
Ｕ－１１筑前支部トレセン
（赤間西小Ｇ）
２００６年度九州クラブユ－ス連盟
加盟登録説明会

20 月

21 火

城山中学校学年末試験
玄海中学校学年末試験

城山中学校学年末試験

玄海中学校学年末試験

津屋崎中学校学年末試験

城山中学校学年末試験

玄海中学校学年末試験
津屋崎中学校学年末試験

自由ケ丘中学校学年末試験

25 土 香月招待３年生サッカ－大会（香月小Ｇ）
Ｕ－１２福岡県トレセン
（なまずの郷Ｇ）

２００５年度宗像杯（なまずの郷Ｇ）

香月招待３年生サッカ－大会（香月小Ｇ）

27 月 自由ケ丘中学校学年末試験

自由ケ丘中学校学年末試験
河東中学校修学旅行

１９：００～２０：３０
（自由ケ丘中Ｇ）

香月大会

19 日

お休み

後日お知らせします

１９：００～２０：３０
（自由ケ丘中Ｇ）

お休み

木

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）

１９：００～２１：００
（自由ケ丘中Ｇ）

１９：００～２０：３０
（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）

９：００～１１：３０
（ＪＡＧ）

１９：００～２１：００
（自由ケ丘中Ｇ）

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）

お休み

後日お知らせします

１９：００～２１：００
（自由ケ丘中Ｇ）

28 火

26 日

17

九州クラブユ－ス
（Ｕ－１４）サッカ－大会

金

23

その他の行事
（トレセン等）

ジュニアジュニアユ－ス
日 曜 主な活動

16 木

お休み

4 土
９：００～１１：３０

（ＪＡＧ）

１９：００～２１：００
（トヨタ九州Ｇ）

１９：００～２０：３０
（自由ケ丘中Ｇ）

後日お知らせします

5 日

お休み

22 水

24 金

後日お知らせします 宗像杯 後日お知らせします 後日お知らせします


