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新年明けましておめでとうございます。さぁ、2011年スタートしましたー！昨年はジュニア・ジュニアユースと

も少しずつ結果も残り、県大会出場や県大会ベスト 8 と今まで以上の成果が見えてきました。また、ジュニアユ

ースでは U-14ナショナルトレセン中日本に選出された選手も出てきており、春日サッカーコミュニティにとって

は大きな発展の１年間でありました。よくよく考えると春日サッカーは近年、急成長していると感じています。

ジュニアユースの立上げ、NPO 設立、事務局の設置、団員・スタッフの増加、成績・・等。私が春日の指導者に

なった 8 年前？では想像も出来ない大きな進歩と変化を成し遂げています。昨年、前日本代表監督の岡田さんが

こんなことを言っておられました。「レンガを高く積むためには、縦に積んでいたのでは高くできない。横に幅広

く積まないと・・。トルシエやジーコがレンガを横に積んでくれたかもしれない、だからこそ、自分も頑張れた」。

非常に奥深く謙虚な言葉で胸が熱くなりました。春日の地に安定したサッカー活動（育成と普及）を提供できる

ように今年も皆さんと手を取り合い頑張りたいと思っております。私自身も原点に戻り粉骨砕身の覚悟で頑張る
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しかあるまい。 遠藤雄治 

☆☆☆☆☆ 試合結果（一部） ☆☆☆☆☆ 
春日ＳＳＳ 
◇チャレンジ 6 年  

第 18回新津カップ 

新潟県少年サッカー選手権 

大会県大会 

10/30・31 新津金屋Ｇ 

予選 C リーグ 

春日 1-0 ＣｌｕｂＦ３ 

春日 0-0 レオネス長岡 

得失点差で予選 2 位で敗退 

優勝 吉田ｓｃ 

準優勝 ジェス新潟東 

3 位 レオネス長岡・見附 FC 

 

◇チャレンジ 4 年 

第 5 回サンクスギビング杯 

11/14 今泉グラウンド 

予選Ａブロック 

春日 1-0 長野ガーフ 

春日 1-0 FORTEZZA 

春日 3-0 ＦＣ高志 

春日 1-1 太白台 

春日 0-0 ＮＰＩC ｴﾚﾝｼｱ 

1 位で決勝リーグへ 

決勝リーグ 

春日 0-1 ＦＣＡｇａｎｏ 

春日 0-1 ＦＯＲZA 松本 

12 チーム中 3 位 

 

◇チャレンジ 6 年  

第 11回リベルタフットサル 

6 年生大会 

11/23 柿崎ドーム 

予選 C グロック 

春日 2-1 小針レオレオ 

春日 6-0 柿崎 FC 

決勝トーナメント 

春日 2-4 ＦＣＡｇａｎｏ 

3 位決定戦 

 春日 5-1 糸魚川ＪＳＣ 

12 チーム中 3 位 

優勝 UOZUFC（魚津ﾄﾚｾﾝ） 

準優勝 ＦＣＡｇａｎｏ 

 

◇チャレンジ 4 年  

第 7 回リベルタフットサル 

4 年生大会 

11/27 柿崎ドーム 

予選Ｄグロック 

春日 4-1 ＦＣ頸城 

春日 2-1 バリューリョ 

決勝トーナメント 

春日 2-3 南万代ＦＣ 

3 位決定戦 

 春日 6-1 Ｊ‘ｓｱｳﾞｧﾝｾ 

11 チーム中 3 位 

優勝 糸魚川ＪＳＣ 

準優勝 南万代ＦＣ 

 

                 

春日青年団 新ユニで参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇チャレンジ 5 年 

ＴＭ(前橋ジュニア) 

11/28 桐生大学人工芝 

春日 1-2 前橋ジュニア 

春日 3-2 府ロクＳＣ 

春日 0-5 町田ＪＦＣ 

春日 2-0 ジョカーレ 

春日 0-0 ジョカーレ 

春日 1-0 前橋エコー 

参加チーム 

前橋ジュニア（群馬）  

前橋エコー（群馬） 

町田ＪＦＣ(東京) 

府ロクＳＣ（東京都） 

ジョカーレ（千葉） 

 
◇チャレンジ 6 年 

第 10 回 

フォルツァメモリアルカップ 

12/11・12  

塩尻市北部公園Ｇ 

予選Ｃブロック 1 位 

春日 3-0 鎌田 

春日 2-0 開智ｓｓｓ 

春日 0-0 茅野玉川 

1 位リーグ 

春日 1-3 ﾌｫﾙﾂｧ松本 

春日 0-3JACPA 東京 

春日 1-0 前橋エコー 

参加チーム 

ﾄｯﾌﾟｽﾄｰﾝ伊那  

明善 筑摩 松島 

ﾌｫﾙﾂｧ松本 梓川 

鎌田 開智ｓｓｓ 

茅野玉川 JACPA東京 

 

◇3 年 

25 周年記念 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ杯 

12/19 グランセナ新潟 

予選 春日 1-0 五十嵐 

春日 1-1 大夫浜 

春日 2-1 小針レオレオ 

決勝戦 春日 2-1 巻 

春日 0-4 南万代 

16 チーム中 2 位 

優勝 南万代 FC 

 
 

上越春日ＦＣ 
◇新潟県Ｕ15 

サッカーリーグプレ大会 

1 次リーグ 11/13・14 グランセナ 

4-2 三島中 1-0Ｊドリーム三条 

 11/20・21 アルビレッジ 

0-1 寺泊中 1-0J ドリーム三条 

 1-1 上山中（PK5-4） 

 11/27・28 グランセナ 

0-0 ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ柏崎（ＰＫ3-4） 

31 チーム中 14 位 

◇よねやまカップ 

予選Ｂグループ 2 位  

1-1 頸城中  4-0 新井中 

0-0 西頸ブルーウイング 

2-1 城東中 

上位トーナメント 

3-1 頸城中  

2-2 附属中（PK3-2） 

4-4 頸城中（PK2-1） 

1 位 ＮＦＣマンデーナイト 

2 位 附属中 3 位 柏崎ＦＣ 

第 18 回東北電力杯 戦評（遠藤） 
今回は、６年主体の春日、５年主体のペラーダで大会に参加。 

春日のテーマは「全員がイメージを持ちながらサッカーをすること」。ペラーダのテーマは「ドリブル」。 

春日は緻密なパス交換からの崩しで予選を難なく突破。ペラーダもキパーまで抜かないとダメ！と言う指示にも臆することなくドリブルにチャ

レンジして予選突破！ん～、いい感じだ。春日の決勝リーグの戦いは、安定感抜群で、落ち着いてベンチで観ることができた。狙っていたヒー

ルキックからの得点、ループシュート、サイドからの崩し、デカイ相手の間を果敢に割って入っていくドリブル突破。観ていて寒気がするくらい

のうまさだ。ファーストタッチでの工夫や今回のテーマである共通したイメージからの得点。バーモントから大きく変化した。正直、ここまで上手

くなるとは思っていなかった。ペラーダの決勝リーグは、勢いあるドリブルとダイナミックなシュートで相手を圧倒した。一人一人のドリテクが良

くなっているのが分かる。エラシコやブリッジで相手をかわすドルブルが観ている観客を魅了した。５年も上手い！決勝リーグで両チームとも

負けなかった！素晴らしいことだ。春日は予定通り決勝へ。ペラーダは最後の高志戦で残り 30 秒を守りきれば決勝へコマを進めるところまで

いったが、最後の最後、同点に追いつかれ、惜しくも３決へ。最終結果は春日は２位、ペラーダは４位。決勝の高田戦は相手のストロングポイ

ントを出させたうえで、対応できるか試してみた。見事にやられた。予測していたドリで２発やられた。わかっていても対応できない個人技術の

未熟さだ。新たな課題が見えたことが個人の収穫になるだろう。気になることは試合に出られない選手だ。高い所を目指すときは必ず苦しみ

を伴う。苦しい時に頑張れるかが鍵だ。「負けてたまるか！」と努力することに期待したい。 

◇チャレンジ５・６年 

第 18 回東北電力杯 

新潟県少年フットサル 

大会上越地区予選 

12/18・19 柿崎ドーム 

＜春日ｓｓｓ＞ 

予選 Ａグループ 1 位 

春日 4-4 西頸ＢＷ 

春日 7-1 頸北ﾘﾍﾞﾙﾀ 

春日 4-0 糸魚川ＪＳＣ 

決勝リーグ Ａグループ 1 位 

春日  4-0  直江津ｓ ｓ ｓ   

ＰＫ 3-1 

春日 2-1 Ｊ’ｓｱｳﾞｧﾝｾ 

春日 7-1 FORTEZZA 

春日 5-4 ＦＣ新井 

決勝戦  

 春日 3-4 ラガッツオ 

＜ペラーダ春日＞ 

予選Ｃグループ 1 位 

 ﾍﾟﾗｰﾀﾞ 5-1 バモス西頸 

 ﾍﾟﾗｰﾀﾞ 3-1 Ｊ’ｓｱｳﾞｧﾝｾ 

決勝リーグＢグループ 

 ﾍﾟﾗｰﾀﾞ 8-3 糸魚川ＪＳＣ 

 ﾍﾟﾗｰﾀﾞ 4-1 高田ｓｓｓ 

 ﾍﾟﾗｰﾀﾞ 1-1 ラガッツオ 

 ﾍﾟﾗｰﾀﾞ 3-3 ＦＣ高志 

3 位決定戦 

 ﾍﾟﾗｰﾀﾞ 3-6 直江津ｓｓｓ 

1 位 ラガッツオ 

2 位 春日ｓｓｓ 
3 位 直江津 sss  

4 位 ﾍﾟﾗｰﾀﾞ春日 
春日ｓｓｓは 2 位で 

県大会出場決定！ 

春日青年団 
◇上越フットサルリーグ 

春日 ?-? Rosso 

春日 17-2 JGT 

春日 6-5（?） I mpact 

春日 4-3（?） T.O.P  

春日 2-2 SALBAKA 

6チーム中優勝！ 

～感想～ 

春日は今回初めてリーグ

戦に参加しましたが、大

会期間が長く、なかなか

集まることができませんで

した。そんな中、若い子た

ちの力で、また個人技で

（！？）みごと優勝するこ

とができました！オーバ

ー30 では、負けてしまい

ましたが、点もかなりとれ

互角な戦いだったと思い

ます。たくさん体を動か

し、楽しくプレーすることが

できました＾ｖ＾青年団金子 

エンジョイ関東ツアー 
(団長：白滝 副団長：清野 

団員 13 名参加) 

11 月 20 日・21 日、エンジョイクラ

ス(4～6年生)で、関東ツアーに行

ってきました。 

朝 7:30 に直江津駅に集合。はく

たか、新幹線に乗って大宮駅へ。

埼玉スタジアムで、Ｊ１リーグ「浦

和レッズｖｓガンバ大阪」を観戦。

夜は横浜へ移動し中華街で夕食

後、旅館に泊まりました。 

２日目は、浅草雷門・浅草寺、サ

ッカーミュージアム、KAMO ショッ

プなどを見学しました。両日とも

天気よく、少し暑いくらいでした。 

新幹線や特に地下鉄に初めて乗

る子もいて興奮していました。 

埼玉スタジアムでは、ゴール裏浦

和レッズのサポーター席の上で、

サポーターと一緒になって手をた

たいたり歌ったり。浅草では外国

の人も多くとにかく人の多さに驚

き、スカイツリーにも感激していま

した。サッカーミュージアムでは

大好きなサッカーのことをいろい

ろ知ることができました。（サッカ

ーミュージアムのＨＰに子ども達

のことが載っていました。皆さん

ご覧になりましたか？）KAMOショ

ップではそれぞれが気に入った

物を買って、その後東京駅から

新幹線に乗り上越に帰りました。

電車では、ほとんどの子が寝てし

まっていました。 

切符をなくしたり忘れ物をしたりと

人数が多くていろいろ大変でした

が、無事に帰ってこられてホッと

しています。楽しかったですね。   

 
日本サッカーミュージアム前で 

今後の主な大会の予定 
春日ＳＳＳ 
1/15・16 謙信公フットサル大会

（チャレンジ 6年） 

1/29・30東北電力杯県大会 

（チャレンジ 6年） 

1/29・30 日埼玉チャレンジ大会

（チャレンジ 5年） 

2/5・6 はねうまフットサル大会

（チャレンジ 6年） 

2/5アマレーラフットサル大会 

（チャレンジ 4年） 

2/6アマレーラフットサル大会 

（チャレンジ 5年） 

2/27ネクストカップ 

（チャレンジ 6年） 

上越春日ＦＣ 
1/10 上越フットサル選手権 

リージョン 

1/16・23 全日本フットサル上越

予選 柿崎ドーム・妙高ふれあい 

第 1回新潟県ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ 

新人サッカーＵ13大会 

2/27予選リーグ 

3/21 決勝トーナメント 

春日青年団 
2/19・20 

上越フットサル選手権 

 

みなさん応援よろしく

お願いします！ 

 

高井博康選手（上越春日ＦＣ１年ＧＫ）が、北信越地域の代表

として選出され、2010 ナショナルトレセンＵ１４へ参加しました。ナ

ショナルトレセンは、東日本・中日本・西日本の３会場で行わ

れ、各会場５５名の枠（１年生のＧＫは北信越で１名）。高井

選手は中日本（大阪堺市の堺市立ナショナルトレーニングセンタ

ー）に参加。１１月１９日～２３日の４泊５日で、内容はトレーニン

グ・レクチャー・ゲームなど。高井選手おめでとう！！ 

～高井選手コメント～みんなの意識・意欲が、オンでもオフでも常に高かったです。こ

れからも練習に励み技術向上をめざし、チームに貢献できるようにがんばりたいです。 

 



 

☆☆☆クリスマスモスチキンのご注文、ご協力ありがとうございました！今後とも、春日のちあふるチケットご協力よろしくお願いします！ ☆☆☆ 

 


