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こんにちは！春毘（はるび）です。 ボールに名前書いてありますか？大きくね。（これ・・・字小さくて見にくい？） 

2009年度 上越選手権終わる！ 

少年の部・中学生の部  

惜しくも準優勝でした。決勝は６年生を中心に幅広くボールをつなごうという意識、マイボールを大

事に扱おうという姿勢が良かったと思います。中林君の中央突破や長谷川君の最後のクロス（惜し

かった）、DF あとむ君の１対１の対応、GK 博康君のボールフィードなどいいプレーがたくさんありま

した。積極的にゴールへ向かう姿勢がより強ければ結果に結びついていたと思います。 

３年生は実質最後の大会となりました。受験勉強との両立の中、サッカーに対する思いをぶつけた姿勢はとても評価できると思いま

す。決勝は点差が少し開きましたが、技術的な上達が多く見られた試合でした。準決勝での GK 下鳥君の FW へライナーでフィードし

見事な速攻につなげた場面や、金子君の決勝で直接決めた FKなど、見所がありました。３年生ご苦労様！高校でも頑張れ！ 

これからは2年生を中心に、体の使い方やワンタッチプレー等黙々と練習を積み重ねていきたいと思っています。行くぞ1・2年生！！ 

10 代～40代の混成チーム。少年団や中学の部の OBが集まってゲームが出来る、そのことだけでもすばらしいことだと思います。今

回から新加入した相羽君は 23 才（超アカルイ）。約 10 年前、少年団のキャプテンでした。OB が帰ってくるのは本当にうれしいです！

ゲームは体力を考えないスーパーハイペース！遠藤雄治の先制ゴールが決まったものの、後半ペースダウン。ナオネスタに逆転を

許してしまいましたが、気持ちの入ったゲームでした。OB を中心に少しずつ戦力も補強されつつあり、今後が楽しみです。          

☆☆☆来年は 3階級制覇を目指し、頑張っていきましょう！ （文責 米田知弘） 

 

遠藤雄治の目指すサッカーと育成・・・。 

みなさん、お久しぶりです。第１回以来の待ちに待った登場です。 

今回は私個人的に目指しているサッカーと選手育成についてのつぶやきです。 

【目指しているサッカー】 

これは一目瞭然！見ていて面白いサッカーを目指しています。プレーしている選手、保護者の方、ベンチに座っているスタッフが見ていて面白いと感

じるサッカーです。見ている人が面白ければ、ピッチでサッカーをしている選手はもっと面白いことでしょう。しかし、この「面白い」にはいろいろあるから

難しい。ただ、リヴァプールやアーセナル、バルセロナのサッカーは、誰が見ても面白いですよね。私の目指しているサッカーは技術理論や戦術等と

言った小難しいことを知らなくても全く問題なしです！見ていて面白ければＯＫ！ 

【選手育成】 

サッカーのゲームの中で全ての選手が全ての場面で狙いをもってプレーする！でたらめなプレーをしない選手。これが私の育成の基本です。でたら

めにプレーしない選手達がいるからこそ、今後に繋がる課題が透けて見えるし、選手達の可能性が広がるのだと感じています。このような選手（でた

らめにサッカーしない選手）を多く育成することが子供達の将来に大きく役立つと確信しています。勝つことを目標にすることは全く間違っていない。む

しろ私は全ての試合に勝ちたい！しかし、勝つために判断をなくしたサッカーさせては本末転倒！育成にはならない。そう思う毎日・・。 

子供に判断をさせていますか？？？ 

 

 

 

 

ＮＰＯ法人 

春日サッカーコミュニティ 

通信 第３号 

２００９年 11 月１日発行 

◇上越サッカ－選手権大会結果 

＜少年の部＞ 
決勝 

春日 0-0 糸魚川 ＰＫ負け 
＜中学生の部＞ 

上越春日ｱｵ（1 年） 

 0-5 OFC ファンタジスタ  

上越春日ﾐﾄﾞﾘ（2・3 年） 

 3-0 上教大付属中 
上越春日ﾐﾄﾞﾘ 

 5-0 ＯＦＣファンタジスタＡ2 

準決勝 

上越春日ﾐﾄﾞﾘ 5-0 西頸 

決勝 

上越春日ﾐﾄﾞﾘ 1-4 OFC ﾌｧﾝﾀｼﾞｽﾀ 

＜高校・大学・一般の部＞ 
青年団 1-2 ＮａｏｎｅｓＡ  
 

 



◇5･6 年ｴﾝｼﾞｮｲ 第 4 回ｷｬﾘｱｽﾃｰｼｮﾝ･ﾗｲｻﾞｶｯﾌﾟ 

8/8 小千谷市白山運動公園多目的ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

予選 春日 3-0 湯沢 春日 6-1 上川西 

準決勝 春日 3-3 小千谷 PK勝ち 

決勝 春日 1-2 十日町 SC 準優勝！ 

 

◇4 年 第 11 回 ニュ－・グリ-ンピアカップ     

9/5･6 ニュ－・グリ-ンピア津南グランド    

予選リ－グ 2 位 

春日 0-2 津南 春日 7-0 ビルボ－ド 

 （ｼｭｳ･ｹﾝﾔ 3･ｺﾝﾀｸ･ﾏｴﾀｸ･ﾋﾛｼ） 

決勝ト－ナメント  

春日 1-1 吉田 PK 2-3(ｺｳｼﾛｳ） 

順位ト－ナメント 総合 5 位 

春日 6-0 保内（ﾏｻﾋﾛ･ﾏｴﾀｸ 2･ﾋﾛｼ･ﾊﾔﾄ 2） 

春日 5-0  J`s avance 

（優勝津南 ２位吉田） 

 

◇5年 新津ｼﾃｨｶｯﾌﾟ大会上越地区予選 

9/12・13 上越スポーツ公園 

16 チーム中 3 位（１位直江津ｓｓｓ ２位高田 sss） 

 

◇4年 第１回 U-10 ｱﾗﾌｪｽﾀ 8 人制サッカー大会 

9/22・23 白馬村ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ競技場ｽﾉｰﾊｰﾌﾟ 

C ﾌﾞﾛｯｸ 4 チーム中 2 位通過 

（ﾘｷ･ﾊﾔﾄ･ｹﾝｼﾝ･ﾋﾛｼ･ﾄｼﾕｷ･ﾀｸﾐ） 

決勝リーグ 6 チーム中 5 位（ﾊﾔﾄ･ﾀｸﾐ･ﾘｷ･ﾓﾓｶ） 

 

◇4・ﾁｬﾚﾝｼﾞ 第 5 回 センゴクドリ－ムカップ      

10/3 上田市上堀河川敷グランド 

4 年 優勝！  5 年 4 位  6 年 3 位 

 

◇3 年 第 13 回 新潟日報上越 FC杯 

10/17 上越市スポ－ツ公園     

予選リ－グ 3 位 

春日 1-2 糸魚川 （ﾘｭｳｼﾞ ） 春日 0-3 リベルタ  

3 位リ－グ 春日 8-0 希望が丘 

（ﾀｲｾｲ･ﾘｭｳｼﾞ 3･ｺｳﾍｲ 2･ｹｲ･ﾁｳﾈ） 

春日 0-2 新井 総合 8 位 

 

 

 

ご協力ありがとうございます！ シザーハンズ様（526-8999） モスバーガー直江津店様・高田店様  

みなさん、お店に行ったら、「春日です」を忘れずに！！ 

☆☆☆☆☆ 試合結果（7/11～10/17の一部）☆☆☆☆☆   

小学生 （   )得点者 

◇4 年春日 KUROBE ﾌｭｰﾁｬｰｽﾞﾘｰｸﾞ U-10  

7/11 黒部川公園芝生広場 

春日 3-3 TOHRI（ﾊﾔﾃ 2・ﾘｷ) 

春日 4-1 Ｔﾎﾞﾚｱｰﾚ（ﾊﾔﾃ 2・ﾘｷ・ﾕｳﾋ） 

春日 4-0 黒部中央（ﾊﾔﾃ 2･ﾘｷ･ﾋﾛｼ） 

春日 7-0 ｱﾏﾚ-ﾗ（ﾊﾔﾃ 2･ﾘｷ 4･ﾋﾛｼ） 

春日 3-0 小杉（ﾊﾔﾃ 3） 

  

◇4 年 蜷川カップサッカ－大会 

7/18・19  大沢野総合運動公園 

予選リ－グ 

春日 7-0 大門（ﾊﾔﾄ 3･ﾗｲ 2･ﾏｻﾋﾛ･ｹﾝﾔ） 

春日 2-0 蜷川（ﾊﾔﾄ･ｹﾝﾔ） 

決勝ト－ナメント 

春日 5-0 大谷（ﾊﾔﾄ ･ﾗｲ 2･ﾏｻﾋﾛ･ｱｲﾄ）  

春日 1-4 ヴァリエンテ（ﾗｲ） 

順位決定ト－ナメント 

春日 2-2 藤ノ木  PK 4-3 （ﾊﾔﾄ ･ﾏｻﾋﾛ） 

春日 3-2 速星（ｹﾝﾔ ･ｺｳｼﾛｳ ･ﾏｻﾋﾛ） 

 24 チ－ム中 5 位 

 

◇4 年 第８回 ほくほくカップちびっこサッカ－大会     

 8/2 十日町市当間総合運動場（ｸﾛｱﾁｱﾋﾟｯﾁ） 

予選リ－グ 4 位 

春日 3-4 FORTEZZA（ﾓﾓｶ･ｺﾝﾀｸ･ﾋｶﾙ） 

春日 1-1 直江津（ﾋﾛｼ） 

春日 4-0 湯沢（ｼｭｳ･ﾕｳﾅ･ｺﾝﾀｸ･ｹﾝｼﾝ） 

春日 1-2 津南（ﾋｶﾙ） 

交流試合 

春日 5-0 頚北リベルタ（ﾋｶﾙ･ｹﾝﾔ･ｺﾝﾀｸ･ﾊﾔﾄ 2） 

 

◇6年 第３回 大小治杯（オサジ杯） 

8/1 五泉市早出川河川敷グラウンド 

Ｂグループリーグ 1 位 

春日 1-0 巻ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ 

春日 1-0 ﾚｵﾈｽ長岡 

準決勝 春日 3-1 松浜 

決勝 春日 0-1 FC ｽﾃﾗ 準優勝！ 

 

 

大小治杯を終えて 野嶋コーチからひとこと 

 

 

 

 

    

春春日日なな人人  ♡♡♡ 今回ご紹介するのは、尾尾崎崎福福男男さん です！ ♡♡♡ 

十年ほど前は保護者の代表として、現在は青年団（別名ヨッパラーズ）の監督として活躍されている尾崎福男さんを紹介しま

す。 

二人の息子さんが春日ＳＳＳに所属していた頃、コーチの数も少なく、試合の時保護者が審判をしたり、低学年のコーチをした

りと大忙しで、現在の白滝コーチや山岸コーチも共に保護者として活躍していたそうです。もちろんイベントや懇親会も盛大で、

入団当時お酒が飲めなかった尾崎さんも、○○さんに鍛えられてしまったとのこと(笑) 

息子さんが卒団した後も青年団を立ち上げたり、ＮＰＯ法人を立ち上げる時も正会員になられたり、まだまだ現役で携わって

いらっしゃいます。監督と保護者との間の相談役のような立場でいたいとおっしゃっていました。そんな春日サッカーをこよなく

愛する尾崎さん、最近は新聞等で春日ＳＳＳの活躍を見るととてもうれしく思い♪今後は、ジュニア・ユース（中学生）もどんどん

活躍して共に県内に名前をとどろかせるようなチームになってほしいとおっしゃっていました。（*^_^*）保護者時代の色々なお

話をまだまだ沢山していただいたのですが、全部載せられなくて残念です。 

  

 

選手自ら話合ってフォーメーションを修正してゲーム展開が変わるシーンが多くありました。 

さすがＴＯＰチーム、自ら味方にプレーを要求したり自分たちでポジション修正したりするこ

とが出来る選手が育ってきていると感じられました。決勝では先制されましたが、後半は中

盤に人数を多く掛け裏をねらうシーンが多くゴールチャンスが多くありました。結果負けまし

たが、内容とプレーの質では互角以上、明日につながるいいゲームでした。 
 

◇ﾊﾞｰﾓﾝﾄｶｯﾌﾟ 第 19 回全日本少年ﾌｯﾄｻﾙ大会 

新潟地区予選 柿崎ドーム 

決勝リーグ  

春日 2 勝 2 敗で敗退 

ペラーダ 3 勝 1 敗で 2 位抜け 

3 位決定戦 

ペラーダ 7-7  J`s avance ＰＫ5-4 3 位 

県大会出場決定！ 

 

中学生 

◇高円宮杯第 21 回全日本ユース選手権 8/23 

上越春日 3-0 本成寺中 

上越春日 0-2 関屋中  

 

◇新潟県クラブユース連盟 新人戦 9 月 

1 次リーグ ブロック 2 位 

上越春日 6－0 ＮＦＣ 上越春日 3－3 水原 FC 

2 次リーグ ブロック１位 

上越春日 4－0 テディ  

上越春日 1-0  五泉 DEVA 

上越春日 1-0 ｴﾙﾌｧｰ燕 

順位決定トーナメント 

上越春日 0－4 EPOCH 横越  

 

青年団 

◇第 15 回新井有線放送杯 8/9・16 

予選リーグ 4 チーム中 1 位 

決勝トーナメント 

準々決勝 春日 2-0 バモデルソン 

準決勝 春日 1-2 リハビリ中毒 

3 位決定戦 春日 0-3 FC保坂組 

青年団初の決勝トーナメント進出!！4 位入賞！！ 

 


