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みなさん、こんにちは。いよいよ外でサッカーが出来る時季になりましたね。今シーズン、どんなドラマが待

っているのか、今から楽しみです。みんなで楽しんで、この地区のサッカーを盛り上げていきましょう。米田 

 

3/6（土） 総会・保護者説明会が行われました 
総会は謙信交流館和室にて 16 時半から正会員の出席により行われ、2009 年度の事業報告、会計報告がされました。

年間計画や予算などが承認された後、具体的な問題点や改善点が真剣に話し合われました。会議後、保護者会から代

表で出席された副会長の平塚さんは、「NPO 法人のメリットとして、事務作業など保護者の負担が減り、日頃のストレスも

無く子供たちの試合など応援に集中することが出来ました。 来年度も春日サッカーコミュニ 

ティが更に発展するように引き続き保護者会も協力して行きたいと思います。」と話されてい 

ました。 

その後保護者対象の説明会が開かれ、保護者４９名の参加がありました。年間の予定

や、保護者会への協力のお願いなどが話されました。        写真：保護者説明会→ 

 

新年度の保護者会会長よりひとこと！ 
◇春日サッカースポーツ少年団 保護者会会長 高橋龍司さん◇ 

 

 

 

◇上越春日フットボールクラブ 保護者会会長 後藤宏さん◇ 

今年の冬は、大雪にも見舞われ送り迎えに苦労されたことと思います。 

室内での練習ですと、狭く思うように練習ができないように感じていました。正直、今年は雪

消えも遅れるのではないかと心配していました。2 月に入り子供たちによる除雪のかいもあり、

思っていたより雪消えも早く驚いています。 

 3 月に入り、新一年生も加わり活気づいた練習風景も見られるようになり子供たちの生き生

きした『声』が聞けて安心しています。3 月の前橋の遠征も終え、4 月に入りますと数多くの遠

征の日程も組まれています。他県へ行ってレベルの高い技術を肌で感じ、レベルアップにつ

なげて行ってくれたら幸いに思います。 

 最後になりますが、辛いこと、悔しいことも多くあると思いますが、最後まであきらめない精

神力を持ち頑張ってほしいです。 
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今年度の春日ＳＳＳ保護者会会長を務めさせていただきます、高橋です。 

私事ですが、今年度は長男、次男ともにジュニア・ジュニアユースで最後の年を 

迎えました。試合観戦に忙しくなりそうな一年にとてもワクワクしています。 

私としては、今年は思いっきりサッカーを楽しみたい！ 

喜びをみんなで共有して旨い酒呑みたい！とまぁ、そんな意気込みであります。 

保護者の皆さま方と共に、子供も大人も純粋にサッカーを楽しめる環境と 

雰囲気を作って行けたらと思っています。どうかご協力宜しくお願いします。 
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があります。 

女子も 

募集しています。 

サッカー 

やってみたい！ 

という気持ちに 

こたえますよ！ 

 



■3 月 13 日（土）春日小体育館にて、六送会が行われました。6 年生をまじえての楽しい出し物、6 年生一人ひとりの言葉、監督・コーチ

からのメッセージ、涙なみだのすばらしい六送会となりました。↓ 

 

■上越春日ＦＣでは、3 月 29 日(月)頸城ふれあいグラウンドで、卒業試合が行われました。時に雪の降る中試合を楽しみ、前キャプテン

からのメッセージ、現キャプテンからの感謝の言葉、最後に前キャプテンと監督の胴上げ、仲間の今後の活躍を励まし合っていました。 

前キャプテンからひとこと！ 

◇春日サッカースポーツ少年団 前キャプテン 古沢駿磨◇ 
僕は、年長から春日 SSS でサッカーをやっています。その中で一番の思い出の大会は、5 年の時の桜チャレンジカッ

プです。どのチームにも大差で勝ち優勝しました。すごく嬉しかったです。 

学んだことは、皆思いを一つにして一丸となって頑張る。と言う事です。一人でも違うことをやっている人がいると試合

には勝てません。僕たちは、仲間を信じ、心を一つにして頑張って来たから、試合で少しずつ意思のつながったプレー

が出来たのだと思います。 

その事をジュニアユースでも忘れず全国大会を目指したいです。 

僕は、もっと上を目指し、スペインリーグで活躍したいです!!  今まで本当に有り難う御座いました。 

◇上越春日フットボールクラブ 前キャプテン 藤井裕也◇ 

僕はキャプテンになって感じたことがありました。それは、チームを引っ張っていく責任感協力する大切さです。 

最初は、キャプテンとしての責任感や一年間続けられるか不安でいっぱいでした。 

しかし、副キャプテンや三年生、みんなのおかげで一年間やり遂げることができました。この一年間は、みんなに協力

してもらってばかりでした。それに楽しく過ごすことができ、充実したサッカー生活を送ることが出来ました。 

新チームのみなさん、お互い協力しないとサッカーはやっていけないのでチームワークを大切にし、監督やコーチの

話をしっかり聞いてください。そうすれば必ず上達します。 

これからも目標を高くもって、頑張ってください。 

 

☆☆☆☆☆ 試合結果（一部） ☆☆☆☆☆ 
春日ＳＳＳ 
◇第１０回春日山杯 

少年フットサル大会 

幼児 なかよしリーグ 

1/13 直江津中学校体育館 

１位 直江津ＳＳＳ 

２位 ＦＯＲＴＥＺＺＡ 

３位 春日ＳＳＳ 

４位 柏崎ＦＣ 

エンジョイリーグ 

1/14 直江津中学校体育館 

１位 フォルツア魚沼 

２位 柏崎イレブン 

３位 上川西ＪＦＣ 

４位 ＦＥＲＴＥＺＺＡＶｉｓｔａ 

５位 ＦＯＲＴＥＺＺＡ 

６位 春日ＳＳＳ 

Ｕ-８の部 

 １/21 厚生北会館 

１位 ＦＣ高志 

２位 直江津ＳＳＳ 

３位 糸魚川ＪＳＣ 

４位 西頸ブルーウイング 

５位 ＦＯＲＴＥＺＺＡ 

６位 柏崎ＦＣ 

７位 新井ＦＣＪｒ 

８位 春日ＳＳＳ 

Ｕ-９の部  

1/20 厚生北会館 

１位 エスプリ長岡 

２位 上越ＦＣＪｒ 

３位 頸北リベルタ 

４位 直江津ＳＳＳ 

５位 春日ＳＳＳ 

６位 ペラーダ春日 

７位 ＦＣ高志 

８位 高田ＳＳＳ 

Ｕ-１０の部 

1/21 総合体育館 

１位 エスプリ長岡 

２位 ペラーダ春日 

３位 春日ＳＳＳ 

４位 上川西ＪＦＣ 

５位 ＦＣマンデー国府 

６位 蜷川ＳＣ 

７位 ＦＣ高志 

８位 中野ＳＣ 

Ｕ-１１の部 

1/21 総合体育館 

１位 レオネス長岡 

２位 新潟ＦＦＣ 

３位 ＦＣ高志 

４位 春日ＳＳＳ 

５位 大和ジュニオルス 

６位 頸北リベルタ 

７位 ＦＣ頸城 

８位 小千谷ＳＣ 

Ｕ-１２の部 

1/20 総合体育館 

１位 長岡ビルボード 

２位 山の下アズーリ 

３位 エレンシア 

４位 柏崎イレブン 

５位 エスプリ長岡 

５位 春日ＳＳＳ 

７位 フォルツァ魚沼 

７位 ボカジャパン４０２ 

◇6年チャレンジ 謙信公杯 

1/16・17 リージョン 

春日 10-1 Ｆ３ 

春日 4-1 ＵＯＺＵ ＦＣ 

春日 11-1 京ヶ瀬 

春日 7-1 ペラーダ春日 

春日 6-2 高志 

春日 1-1 頸城 

春日 0-1 となみ 

春日 3-1 ＵＯＺＵ ＦＣ 

結果 3 位 

ペラーダ 0-1 Ｆ３ 

ペラーダ １-３ ＵＯＺＵＦＣ 

ペラーダ ７-１ 京ヶ瀬 

ペラーダ １-７ 春日 

ペラーダ ０-２ 高志 

ペラーダ ３-２ 吉川 

ペラーダ ３-２ 高田 

ペラーダ ３-５ 京ヶ瀬 

 

◇6 年チャレンジ  

はねうまカップ 

2/6・7 妙高ふれあいパーク 

春日 3-0 ＵＯＺＵ ＦＣ 

春日 4-1 妙高 

春日 7-0 森田 

春日 2-3 国府 

春日 3-0 フェローズ 

結果 3 位 

ペラーダ 4-2 魚沼 

ペラーダ 13-1 浦川原 

ペラーダ 4-3 糸魚川 

ペラーダ 1-5 フェローズ 

ペラーダ 2-4 高田 

ペラーダ 5-2 魚沼 

 

上越春日ＦＣ 
◇第 22 回新潟県選抜中学生 

フットサル大会上越地区予選会 

妙高ふれあいパーク 他 

予選１次リーグ 

春日ミドリ ブロック４チーム中１位 

春日アオ ブロック４チーム中２位 

春日アカ ブロック４チーム中２位 

予選２次リーグ 

春日ミドリ ブロック３チーム中２位 

春日アオ ブロック３チーム中２位 

春日アカ ブロック３チーム中３位 

決勝トーナメント 

春日ミドリ ０-３ 糸魚川中ジオ 

春日アオ２-２（１-２）直江津中等 

 

青年団 
◇上越フットサル選手権 

2/20・21 リージョンプラザ上越 

予選リーグ 

春日 2-1 ＦＣ ＡＪＹＣＯ 

春日 2-2 ＴＤＫ 

春日 0-1 ピーターパンシンドローム 

決勝トーナメント 

春日 0-4 柿崎ＦＣ 

 

◇妙高フットサル選手権 

 2/28 3/7 妙高ふれあいパーク 

予選リーグ 

春日 3-2 阿吽 

春日 1-0 ＦＣフォルテ 

春日 2-4 ＳＯＲＰＲＥＳＡ 

決勝トーナメント 

春日 0-0（ＰＫ1-2） ボレイロＦＣ 

春日サッカーを 

応援してくださっているお店

です。ぜひ、ご利用ください！ 

☆キモチヨク☆☆カッコヨク☆ 

シザーハンズ✄ 

（山麓線コメリ隣） 

０２５-５２６-８９９９ 

お花見・ＧＷにぜひ！ 

モスバーガー 

直江津店 ０２５-５４４-６７６７ 

高田店  ０２５-５２１-５２８２ 

 

 

 

今後の主な大会の予定 
春日ＳＳＳ 

4/10・11 チャレンジ 5 年 

蜷川カップ（富山市） 

4/24・25 チャレンジ 

白えびカップ （今泉グランド） 

4/29 チャレンジ 5 年 

サクラチャレンジ （新井） 

5/3・4・5 チャレンジ 

全日本少年サッカー大会 新潟県大会 

上越予選（スポーツ公園多目的広場） 

上越春日ＦＣ 

4/10・11 藤井杯（前橋） 

4/17・18 新潟北ﾗｲｵﾝｽﾞｶｯﾌﾟ 

5/1・2 直江津ｶｯﾌﾟ 

5/8・9・15・16 

上越地区ﾘｰｸﾞ第１節第２節  

5/22-6/20 新潟県ﾕｰｽ選手権 

みなさん 

応援よろしく 

お願いします！ 
 


