
【U-15】　第２０回全日本ユース（Ｕー１５）サッカー選
手権大会福岡支部大会予選リーグ

2008.8.9,10　8.23ふれあいの森Ｇ
（結果）
vs 福岡・春日イーグルスＦＣ　２－１　勝
vs 東ー１５エステーラＦＣ　３－０　勝
vs 老司中学校サッカー部　１－０　勝
Ａパート１位にて８月２３日（土）・２４日（日）に開催される決勝ト
ーナメントに進出
（総評）

２日間とも猛暑の中と夕方から雷雨に見舞われるなど、不安定
な天候の中で予選リーグが開催された。

初戦の福岡・春日イーグスルＦＣに敗れると予選敗退が決定す
ることと、今まで福岡・春日イーグスルＦＣとは同点の試合が多いこ
とから相手も含めて高いモチベーションの中で試合が行われた。前
半早く、得点することができたが、後半途中に足が止まり、失点を
期す。
しかし、試合終了間際、スルーパスから得点。劇的な勝利であ

った。その後の東Ｕー１５エステーラＦＣ、老司中学校サッカー部との
試合は疲れもあり、内容の面から考えると十分とは言えないが、全
員でつかんだ決勝トーナメント進出といえるだろう。これからより厳し
い試合が続くことが予想されるが、今までのトレーニングの成果と勝
敗にこだわって闘ってほしい。

　決勝Ｔ　　2008.8.23　新宮町　杜の宮Ｇ
　ベスト１６　vs 大野城ＦＣ　１－０　勝
　準々決勝 vs 福岡市２００２　１－５　負
福岡支部ベスト８⇒県大会出場ならず
（総評）
準々決勝のvs福岡市２００２は自分達のミスから失点し、リズムが
崩れ、バランスをくずすゲームとなった。
　やはり攻撃、特に守備の場面での１vs１への対応が課題であると
思われた。ただ、最後までゲームに向かう姿勢には成長の跡がみら
れたのではないかと思う。　中学３年生にとってはこの年代での最後
の公式戦が終わったわけであるが、この経験を次のカテゴリーで生か
してほしい。

★お知らせ
・ ４・５年生につきましては８月までは平日は夕方に活動を行っていましたが、日暮れが早くなったことを理由に
　火・木曜日１９：００～２０：３０自由ケ丘中学校グラウンドにて活動を行います。
　会場までの移動等、保護者の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご協力お願いします。
・ ９月１４日（日）福岡フットボールセンターにて開催「公認Ｃ級コーチリフレッシュ講習会」緒方コーチ、安藤コーチが受講されます。
・９・１０月に小学校、幼稚園、保育園の運動会が開催されます。活動日時と重なる場合があるとは思いますが、必ず、学校行事
を優先させて下さい。また、コンディションにも十分気を付けて下さい。
・ＪＡカップ宗像ジュニアサッカー大会ＭＶＰに当クラブ６年生の光宗君が選出されました。おめでとうございます。なお、光宗君は９
月１３日（土）に大分市にて開催される「第４回スポーツオーソリティカップ九州大会」にＵー１２宗像トレセンメンバーとして参加。
・宗像市中学２年生の職場体験が９月８日（月）～１２日（金）に実施されます。期間中も通常通りの活動を行います。
・１０月までのクラブ会費を９月３０日（火）までに納入下さい。半期の決算を行いたいと思います。ご協力下さい。

【U-12,11】　第１６回ふよう杯親善サッカー大会
      2008.8.23.24　グローバルアリーナＧ

＜ホワイト・チーム＞
●大川レオーネＦＣ　２－３　負け
●長住少年ＳＣ　　　２－３　負け
○柏原キッカーズ　　４－１　勝ち
●デサフィーゴ波佐見ＦＣ（長崎）　１－２　負け

＜ブルー・チーム＞
●大川レオーネＦＣ　２－３　負け
●長住少年ＳＣ　　　２－３　負け
○柏原キッカーズ　　４－１　勝ち
●デサフィーゴ波佐見ＦＣ（長崎）　１－２　負け

＜総括＞
先制するも逆転され１点差で破れる試合となり予選リー
グ４位、４位トーナメントも２回戦敗退となりました。その
１点、あのワンプレーが勝敗を分けます。各自がこの結
果を真っ正面から受け止めて、次の１歩を踏み出す必
要があります。『結果』は準備した分だけしか得ることは
出来ないでしょう。試合を重ねる度に各自の戦う気持ち
も高まり、チームとしても良い雰囲気になってきました。
１歩づつですが確実に前に進んでいます。（古賀）

★今後の活動について

・アビスパＪアカデミーキッズサッカーフェスティバルＵー７／８
（小学１・２年生）（予定）
　　期日　１０月４日（土）
　　会場　福岡フットボールセンタ人工芝Ｇ（福岡市東区）
・セントラルカップ（Ｕー１３）サッカー大会（中学１年生、６年生）
　　期日　１０月４日（土）・５日（日）
　　会場　トヨタ九州Ｇ（宮若市）
・２００８年度九州クラブユース（Ｕー１４）サッカー選手権大会福
岡支部大会（ユース）　　　（会場　未定）
　　期日　１０月１８日（土）・１９日（日）・２５日（土）・２６日（日）
　　　　　　１１月１日（土）・２日（日）・３日（月祝）・８日（土）
　　　　　　　　　　　　　　　・９日（日）・１５日（土）・１６日（日）
・九電キッズサッカーフェスティバルＵー７／８（小学１・２年生）
（予定）
　　期日　１１月３日（月祝）
　　会場　福岡フットボールセンター人口芝Ｇ（福岡市東区）
・第２６回宗像市サッカーフェスティバル（６年生）
　　期日　１１月２９日（土）・３０日（日）（予定）
　　会場　　宗像市内
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1 月 小・中学校始業式

2 火

3 水 お休み

4 木

5 金
１７：３０～１
９：００（赤間

小Ｇ）

6 土
１３：００
～１５：０

お休み
１５：００
～１６：３

7 日
１５：００
～１６：３

8 月 宗像市中学２年生職場体験

9 火 宗像市中学２年生職場体験

10 水 お休み お休み 宗像市中学２年生職場体験

11 木 宗像市中学２年生職場体験自由ケ
丘中学校１年生ふれあい合宿

12 金
宗像市中学２年生職場体験  自由
ケ丘中学校１年生ふれあい合宿

13 土
九州産業大学附属九州高校サッカー
部とのトレーニングマッチ（福岡フット

公認Ｃ級コーチリフレッシュ講習
会（Ｕー１４　ＦＦＣ）

ユニクロキッズｉｎヤフードーム
（幼稚園生、保育園生）

第４回スポーツオーソリティカッ
プ九州大会（大分県大分市）

14 日
公認Ｃ級コーチ指導者養成講習会参
加（ＦＦＣ１６：００～２０：３０）

公認Ｃ級コーチリフレッシュ講習
会（Ｕー１２　　ＦＦＣ）

15 月 Ｕー１２県トレセン（久留米市陸上競
技場サブＧ）
指導スタッフ打ち合わせ会議（１９：
３０～赤間西コミュニティセンター）

16 火

17 水 お休み

18 木

19 金

20 土
Ｕー１１宗像リーグ（ふれあいの森総
合公園Ｇ）

公認Ｄ級コーチ指導者養成講習
会（ＦＦＣ）

勝浦小学校運動会

21 日
公認Ｄ級コーチ指導者養成講習
会（ＦＦＣ）

東郷小学校運動会

22 月

23 火
第２回Ｆ－ＷＡＶＥＣＵＰＵー１２サッ
カー大会（春日市白水大池公園Ｇ）

Ｆ－ＣＵ
Ｐ大会

Ｕー１２県トレセン（宇美町総合
運動公園Ｇ）

24 水 お休み

25 木 自由ケ丘・河東・城山中学校中間試
験

26 金
自由ケ丘・河東・城山中学校中間試
験

27 土
第２回Ｆ－ＷＡＶＥＣＵＰＵー１２サッ
カー大会（春日市白水大池公園Ｇ）

自由ケ丘小学校運動会

第９回香月招待５年生サッカー大会
（香月小Ｇ）

28 日
ＢｅｅｔｌｅＳＣ、ＯｎｅＳｏｕｌ.C福岡とのト
レーニングマッチ（トヨタ九州Ｇ）（午
第９回香月招待５年生サッカー大会
（香月小Ｇ）

29 月 お休み

30 火

31 水

１８：３０～２１：００
（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）

９：００～１２：００
（宗像終末処理場Ｇ）

１３：００～１５：００（終
末Ｇ）

中間試験前につき、
別途連絡します

９：３０～１１：３０
（終末Ｇ）

１８：３０～２１：００
（自由ケ丘中Ｇ）

１９：００～２０：３０
（自由ケ丘中Ｇ）

１８：３０～２１：００
（自由ケ丘中Ｇ）

１８：３０～２１：００
（中央中Ｇ）

１９：００～２０：３０
（自由ケ丘中Ｇ）

ユニクロ
キッズ

ｉｎヤフー
ドーム

１４：００～１５：０
０（終末Ｇ）

１５：３０～１７：００
（終末Ｇ）

１４：００～１５：００（終末Ｇ）

日
曜
日

１４：００～１５：００（終末Ｇ）

１９：００～２０：３０
（自由ケ丘中Ｇ）

１４：００～１６：００（終末Ｇ）

主な活動

九州産業大学附属九州高校
サッカー部とのトレーニング
マッチ（福岡フットボールセン

ターＧ）

１４：００～１５：００（終末Ｇ）

ＢｅｅｔｌｅＳＣ　ＯｎｅＳｏ
ｕｌ.C福岡との

トレーニングマッチ
（トヨタ九州Ｇ）

９：００～１１：３０（終末Ｇ）

その他の行事
（トレセン等）

公認Ｃ級コーチリフ
レッシュ講習会参加
（１６：００～２０：３０）
（福岡FC人工芝Ｇ）お休み

１４：００～１６：３０
（終末Ｇ）

未定
（後日お
知らせし

ます）

１５：３０～１７：００
（終末Ｇ）

香月招待
５年生大

会

Ｕー１１宗
像リーグ

（ふれあい
の森Ｇ）

１５：３０～１７：００
（終末Ｇ）

９：３０～
１１：３０
（終末Ｇ）

９：００～１２：００
（宗像終末処理場Ｇ）

トレーニングマッチ
（終末Ｇ）

９：３０
～１１：
３０（終
末Ｇ）

お休み
１５：３０～１７：００

（終末Ｇ）
１４：００～１５：０

０（終末Ｇ）

ジュニアユ－ス ジュニア

１９：００～２１：００
（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
（自由ケ丘中Ｇ）

１９：００～２０：３０
（自由ケ丘中Ｇ）

１４：００～１５：００（終末Ｇ）

１４：００～１５：００（終末Ｇ）

１５：３０～１７：００
（終末Ｇ）

１４：００～１５：００（終末Ｇ）

９：３０～１１：３０（終
末Ｇ）

１５：００～
１６：３０
（終末Ｇ）


