
vs Ｂｅａｒｓ Ｅｓｐａｄａ ＦＣ（熊本県４位）     １－３  負け 
vs 熊本ユナイテッドＳＣ（熊本県１位）     １－２  負け  
  →予選リ－グ ２敗 決勝ト－ナメント進出ならず  
 
vs Ｂｅａｒｓ Ｅｓｐａｄａ ＦＣ（熊本県４位） 
 試合への入り方が悪く、開始１分で失点。その後コ－ナ－
キックからのヘディングシュ－トで同点にするも再度失点を
許してしまいました。後半は終始押し気味にゲ－ムを進めま
したが、得点には至らず、そのままゲ－ムが終了しました。
課題である「試合への入り方」が改善されず、リズムをつか
むことができないままのゲ－ムとなってしまいました。                          
vs 熊本ユナイテッドＳＣ（熊本県１位） 
 熊本ユナイテッドＳＣは評判通り、一人一人が「うまくそして
早い」とてもバランスのとれた好チ－ムでした。１試合目の反
省である試合への入り方もよく、先制しましたが、後半になる
とバランスを崩し、２失点。経験のなさが露出しました。ただ、
負けはしましたが試合内容については納得いく内容でした。 

２日目 「阿蘇市農村公園あぴか」 
 １・２年生全員で「熊本ユナイテッドＳＣ」「ブレイズ熊本」とト
レ－ニングマッチを行いました。天然芝という素晴らしい環
境。サッカ－するのには最高の環境でした。また、日頃対戦
できない好チ－ムとゲ－ムができ、成果があった半面、課題
が多かったのも事実です。１年生については試合に勝てない
ことが続いていますが、一人一人が少しずつ向上しているこ
とがわかります。このことは選手一人一人が感じていると思
いますしもう少しの我慢だと思っています。２年生については
九州大会も終わり、一からのスタ－トだと考えています。これ
から１年生も入ってくるでしょう。初心にもどってサッカ－に取
り組んでほしいところです。最後に２日間、陰で支えてくれた
保護者の皆様、そして支援して頂いた地域の方々にお礼を
申し上げたいと思います。また、今回の経験を生かし、４月
中旬から始まる「九州クラブユ－ス（Ｕ－１５）サッカ－大会」
への出場を目指したいと思います。 （大石）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①４－６  （１２分ハーフ） 負け   

②３－１  （   〃   ） 勝ち  

③勝ち   （１２分 １本） 勝ち 

④勝ち   （１２分 １本） 勝ち 

⑤勝ち   （１２分 １本） 勝ち 

※相手チームの事情により８人制（８対８）での試合を行いました。 

８対８の試合で、一人一人がボールを触る回数が増え、またプレーの正確さが要
求されるのでとてもいい機会でした。トラップとパスの制度を高めようと声をかけ、
あとは選手たちが高いパフォーマンスを見せてくれました。トラップの足・方向・体
の向きなどを更に練習していければと思います。（小川）  年度末を迎え、役員交代の時期となりました。０５年度は多忙な時期が続き、思うような活動が十分にできませんでしたが、役員さんには大変

お世話になりました。ありがとうございました。 
さて、本クラブでは、０６年度役員さんを募集いたします。クラブ運営にご理解いただきお手伝いしていただける方（連絡、会計、文書作成等）

がいらっしゃいましたら、第１回運営委員会へのご参加をお願いいたします。なお、本クラブの役員につきましては強制ではなく、任意で行って
おりますので、積極的なご参加をお待ちしております。 

【０６年度第１回運営委員会】 
日時：平成 18 年 3 月 4 日（土） １９：００～ 
場所：赤間西コミュニティセンター会議室 ※ 特に持参されるものはありません。 

なお、０５年度会計監査（ジュニアまたはユース）をしていただける方がいらっしゃいましたら、上記運営委員会場に併せてご参加ください。 

vs Ｄｕｅｌ ＦＣ Ｕ－１５    １－４  負け  

中学１年生８人（１人はケガのため見学）、小学６年生７
人でのぞみました。テ－マは「ボ－ルポゼッションとサ
イドからの突破」でした。「ボ－ルポゼッション」について
はＤＦを含めて評価できるものでしたが、最後のゴ－ル
前での突破、そしてシュ－トについては積極性と精度
に欠いていました。失敗を恐れず、もっと積極的にプレ
－してもらいたいものです。サイドからの突破について
は、「良い準備」という点では良くなってきましたが、そ
の後の突破という点で物足りなさを感じました。 最後
の１５分はサイドの選手がもっと相手ＤＦの背後に飛び
出すように指示をし、得点までは至りませんでしたが、
相手ゴ－ルを脅かすまでになりました。今後の課題とし
ては、「ボ－ルを持っていない時に何をしているか」とい
う点です。もっともっと積極的に失敗を恐れず、チェレン
ジしてもらいたいものです。（大石）  

Duel FC U-15 との TM（中学１年生他） 
              ２/１ 中央中学校 G 

や、集中力が欠けたときに同じような失点をしてしま
いました。 CK・スローインなどのセットプレー時のマ
ークは良くなっていると感じました。一方攻撃では、
ついボールウォッチャーになっているサイドバックの
選手も攻撃に加わるようにしました。    （小川）  

FC 宮田との交歓試合（５年生） ２/１１ ＪＡ宗像農地Ｇ 

vs 宮田 ５－０ 勝ち 

vs 宮田 ５－３ 勝ち  

vs 宮田 ６－１ 勝ち 

ゴールを多く取ることが出
来たが、失点をゆるしてし
まう。マークの受け渡しミス

FC 直方等との交歓試合 U-12（６年生）、U-11（５年生） 

２/１２ 直方東小学校Ｇ 

 

０５年度役員さんへのお礼と０６年度役員さんの募集 

第 15 回九州クラブユースサッカー（U-14）大会 予選リーグ 

２/１１ 熊本県民総合運動公園補助競技

《５年生》 
vs FC 直方 ０－４ 負け  
vs 直方ファイヤー １－６ 負け  
プレッシャーが早く、技術の優れたチームとの対戦で何もさせてもらえませんでし
た。トラップミス、パスミスが大きな課題であり、この基本技術の上達がないとボー
ルを前に蹴るだけの単調サッカーになってしまいます。試合の合間に、「全員で向
上心を持たないと試合をやる意味がない」と話し、２試合目は６年生を含んだ相手
チームのボールにくらいついていく姿勢が見られました。（小川）  
《６年生》 
vs 直方ワンズ ０－０ 分け  
vs FC 直方   １－２ 負け  
２試合とも得点を取るのに形が見出せない試合でした。横（サイド）へのパスが少
なく、攻め急ぎすぎ、「蹴って走る」というような単調な攻撃だったと思います。「自
分で何とかしよう」という選手が多く、もっと回りの選手を信頼し、大切な全員攻守
を忘れていた試合でした。 この時期になり練習・試合への取り組み方等、気持ち
に変化が見られる選手がでてきたことも嬉しく思いました。 残り少ないジュニア
（小学生）サッカーを悔いのないよう思いっきり楽しみましょう。（小川）  

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 河東中学校修学旅行

2 木 河東中学校修学旅行

3 金 河東中学校修学旅行
Ｕ－１１支部トレセン講習試合

（ふれあいの森Ｇ）
トレセン指導者講習会
（グロ－バルアリ－ナ）

２００５年度宗像杯（なまずの郷Ｇ）
三戸杯少年サッカ－大会
（鳥栖スタジアム他）

6 月

7 火

8 水 福岡県立高校入試
アビスパ福岡Ｕ－１５との
トレ－ニングマッチ（粕屋江辻Ｇ）

10 金 宗像市・福津市中学校卒業式
九州クラブユ－スサッカ－（Ｕ－１４）大
会（決勝Ｔ）（熊本県民総合運動公園競
技場他）（ジュニアユ－ス）
４７都道府県指導者養成インストラクタ
－リフレッシュ講習会（福岡大学）

九州クラブユ－スサッカ－（Ｕ－１４）大
会（準決勝・決勝）（熊本県民総合運動
公園競技場他）（ジュニアユ－ス）

４７都道府県指導者養成インストラクタ
－リフレッシュ講習会（福岡大学）

13 月

14 火

15 水

16 木

17 金 宗像市・福津市小学校卒業式

18 土
２００５年度岩熊杯（直方西部Ｇ）
（６年生）

19 日
２００５年度岩熊杯（直方西部Ｇ）
（６年生）

１０：３０～
１１：３０

（赤間小Ｇ）
20 月

21 火 Ｕ－１３交歓試合
（西鞍の丘総合運動公園多目的Ｇ）

宗像市・福津市小・中学校終業式

Ｕ－１７サニックス杯
国際ユ－スサッカ－大会

小野田カップ中学生サッカ－大会
（小野田市サッカ－場他）

２００５ナショナルトレセンＵ－１４
（熊本県）

福岡招待サッカ－フェスティバル
（野間中学校グラウンド他）（５年生）
サニックス杯サッカ－スク－ル
（グロ－バルアリ－ナ）
小野田カップ中学生サッカ－大会
（小野田市サッカ－場他）

２００５ナショナルトレセンＵ－１４
（熊本県）

福岡招待サッカ－フェスティバル
（野間中学校グラウンド他）（５年生）

Ｕ－１７サニックス杯
国際ユ－スサッカ－大会

サニックス杯サッカ－スク－ル
（グロ－バルアリ－ナ）

筑前支部総会

27 月
２００５ナショナルトレセンＵ－１４

（熊本県）

28 火
２００５ナショナルトレセンＵ－１４

（熊本県）

29 水
ＤｕｅｌＦＣＵ－１５とのトレ－ニングマッチ
（ジュニアユ－ス）（中央中Ｇ）

２００５ナショナルトレセンＵ－１４
（熊本県）

30 木 技術講習会
～２００５ナショナルトレセンＵ－１４伝達講習会～

31 金

1 土 Ｕ－１１福岡県トレセン練習会
（会場未定）

2 日
セントラルサッカ－フェスティバル
（午後　会場未定）

宗像ジュニアサッカ－協会総会

Ｕ－１７サニックス杯
国際ユ－スサッカ－大会

Ｕ－１７サニックス杯
国際ユ－スサッカ－大会

Ｕ－１７サニックス杯
国際ユ－スサッカ－大会

福岡県立高校入試

三戸杯少年サッカ－大会
（鳥栖市立旭小学校グラウンド）

土

12 日

木

日 曜 主な活動

22 水

4 土

9 木

5

後日お知らせします

26 日

25 土

24 金

日

23

11

ＤｕｅｌＦＣとのＴＭ
（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

アビスパ福岡Ｕ－１５
とのＴＭ

お休み

後日お知らせします

９：３０～１１：３０
（ＪＡ農地運動場）

１９：００～２１：００
（中央中Ｇ）

後日お知ら
せします

１９：００～
２０：３０

（中央中Ｇ）

セントラルサッカ－フェスティバル

小野田カップ
中学生サッカ－大会

技術講習会（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）

１９：００～２０：３０
（自由ケ丘中Ｇ）

福岡
サッカ－フェ
スティバル

サッカ－
スク－ル

サッカ－
スク－ル

１９：００～２１：００
（中央中Ｇ）

１９：００～２０：３０
（自由ケ丘中Ｇ）

９：００～１１：３０
（ＪＡグラウンド）

１９：００～２０：３０
（自由ケ丘中Ｇ）

１９：００～２１：００
（中央中Ｇ）

宗像杯

三戸杯

後日お知らせします
１７：００～１９：００

（赤間西小Ｇ）

１７：００～１９：００
（赤間西小Ｇ）

後日連絡します

岩熊杯

お休み

１４：００～１６：００
（ＪＡグラウンド）

後日お知らせします

Ｕ－１３交歓試合
（ｖｓイ－グルスＦＣ、ＦＣ花鶴）

後日お知らせします

１９：００～２１：００
（自由ケ丘中Ｇ）

１９：００～２０：３０
（自由ケ丘中Ｇ）

後日お知らせします

３月７日（火）・９日（木）は自由ケ
丘中学校Ｇが学校行事の関係で
使用できません。変則的な活動と
なっていますが、ご協力お願いし
ます。

お休み

お休み

１４：００～１５：３０（赤間小Ｇ）
１４：３０～
１５：３０

（赤間小Ｇ）

１０：００～１１：３０（赤間小Ｇ）

後日お知らせします

お休み

ナイキカップ福岡県大会
運営補助及びＴＭ

（福間東中Ｇ）


