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団員募集 体験入団可(無料) 女の子も大歓迎！４・５・６年生エンジョイクラスあり！お問い合わせ先 ０９０-１４６１-１１１６(遠藤) 

春日サッカーの目指すところ 
代表 米田 知弘 

暑い夏が終わり、大会めじろ押しの秋がやってきました。気がつけば少年団の人

数も 150 人近くまで増え、ジュニアユース在籍選手の 47 名、青年団の 28 名、スタッ

フの 17 名を加えると 200 人を有に超えるサッカーファミリーが集うクラブになりました。

上越にもこんなクラブが出来たんですね。集まる 1人 1人が楽しみ、それぞれが成長

し、満足が味わえる活動を今後も続けていきたいと思います。 

 

ところで春日サッカーの目指すところとは何でしょうか？全国大会優勝！プロ選手

の輩出！サッカーファミリー300 人！全て中間の目標ではありますが、最終の目的で

はありません。 

 

 私は春日サッカーの目的を「環境の完成」という言葉でくくれるのではないかと考え

ています。子どもたちが、思い切ってサッカーが出来る、そしてしたくなる環境。家族

が一緒になって楽しめる環境。自分の志向にあったサッカーが誰でも出来る環境。

競技力を高められる環境。憧れを与えられる環境。仲間が集える環境。 

そこにはグラウンドやクラブハウスはもち

ろん、仲間や指導者、理解ある保護者・地域、

質のいい大会や練習など、様々なものが必

要になってくるでしょう。 

その全てをここ上越に完成させる。 

春日サッカーはそんな夢をもって頑張って

います。 

遅くなりました。おめでとう、なでしこ。オリンピックも頑張って。 

☆春日ＳＳＳ保護者会企画イベント 8月 28日（日）三の輪台にて 

 

 

 

 

 

 

 

 

福田 祐三朗 24 歳 

(ふくだ ゆうざぶろう） 

上教大 大学院 1 年生 

①出身 長崎県 

②春日歴 なし 

③特技 暑さに強い！ 

④好きな食べ物 ｶﾚｰﾗｲｽ 

⑤今ほしいもの  

どっぷりハマる本 

⑥サッカーがうまくなる秘けつ  

サッカーを楽しむこと 

笑顔でプレーすること。 

⑦みなさんへひとこと 

ｻｯｶｰを楽しみましょう。 

全力で頑張ります！ 

よろしくお願いします！！ 

ＮＰＯ法人 

春日サッカーコミュニティ 

通信 第 12号 

２０１１年９月１日発行 

Kasuga-soccer@mopera.ne
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事務局から 
スポーツ安全保険 

について 
春日サッカーの活動中にけがをし

て通院した場合は、ご連絡くださ

い。ｋasuga-soccer@mopera.net 

①学年 名前  

②けがをした日 

③場所 

④事故の状況（何をしていて、何

が原因で、どのようになったのか） 

⑤けがの部位 

⑥傷病名 

⑦医療機関名 

※領収証はとっておいてください。 

※物損の場合は、写真を撮ってお

いてください。 

※後日保険会社から用紙が届き

ますので、完治しましたら記入

して、事務局までお持ちくださ

い。 

大人の方も加入できます。 

お名前と年齢を事務局までお知

らせください。 

 

9：30～ 受付 

 

 

10：00～ ミニ運動会 

 

 

 

 

6 年生保護者の皆様、

準備、当日の運営等、 

大変お疲れ様でした。 

お
昼
は
手
作
り
カ
レ
ー
！ 
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青年団 
◇新井有線放送杯 社会人サッカー大会 

8/7・14 新井総合公園（16 チーム） 

予選リーグＢグループ 

1-0 ＦＣ．ＡＪＹCO 4-0 ﾎﾞﾋﾞｰＦＣ 

2-1 ＳＯｽﾍﾟｼｬﾙｵﾘﾝﾋﾟｯｸｽ上越妙高 

予選グループ 1 位で決勝トーナメント進出 

決勝トーナメント 

0-0 ＦＣ紫雲谷ｕ．ｔ．ｄ ＰＫ2-3 敗退 

1-0 ﾊﾞﾓﾃﾞﾙｿﾝ ベスト６ 

優勝 ＦＣ．ＡＪＹCO 準優勝 上越ﾄﾞﾗｯｸﾞｽ 

◇はまぐみカップ 

8/27 はまぐみスポーツハウス 準優勝 

主な大会の予定 
春日ＳＳＳ 

■9/3小千谷交流（6 年チャレ） 

■9/3・4 上越ふれあい杯 

（5 年チャレ：新井） 

■9/11 上越選手権 

兼新津カップ開会式 

■9/17・18 上越選手権 

兼新津カップ予選 

（6 年チャレ：カルチャー） 

■9/17-19 ｻﾝﾀﾞｰﾊﾞｰﾄﾞ 

（5 年ﾁｬﾚ：富山） 

■9/24・25 新津カップ 5 年生大会 

■10/1・2 しんきんカップ県大会 

   （4 年チャレ：新潟市） 

■10/15・16 ﾊﾞｰﾓﾝﾄｶｯﾌﾟ 

全日本少年ﾌｯﾄｻﾙ大会 

上越春日ＦＣ 

9/11（日）上越選手権開会式1回戦 

9/17・19 上越選手権 

9/18（日）CY 新人戦 2次リーグ 

9/24・25 CY新人戦決勝 T 

10/1・2  高円宮杯 

10/8 高円宮杯？ 

10/9 上越選手権決勝 

10/15・16 高円宮杯 4回戦‐決勝 

春日サッカー青年団 

上越フットサルリーグ 

  ♡♡♡春日な人 今回は川内
かわうち

 稔
みのる

さんです♡♡♡ 
上越市福田にあるバス会社、有限会社直江津観光バスの所長川内稔さん。 

運転手の経験を活かし、8 年程前に地元本位のバス会社をという思いで、上越に会社を構えられたそうです。会社

には、マイクロバスから60人乗れる大型バスまで全部で12台、12名の運転手さんが働いていらっしゃるそうです。 

春日サッカーでは、６・７年前から遠征に行く時お世話になっていて、最近では毎月数回お願いしています。 

川内さんは、「サッカーは団体競技、チームワークが大事。バスなどでの移動中も団体行動、コミュニケーションを

よくとってチーム力をアップさせてほしい。」とおっしゃっていました。また、「遠征に行くにはお金がかかる。親に感謝して、気持ちを入れ

ていい試合をしてほしい。」・・・３人のお子さんがいらっしゃって、親の気持ちもわかる川内さんです。 

「安全・確実・正確に、地元の方に、使ってよかったと言ってもらえるような会社をめざしています。九州から青森まで行けるところは、ど

こへでも行きます。『春日サッカーの団員です。』と先におっしゃっていただければサービスします。ぜひご利用ください(＾＾)」 

大人数で移動の際は、直江津観光バスさんに一度相談してみてはいかがでしょうか？ 

直江津観光バス 上越市大字福田 ＴＥＬ0120-759-066  http://www.ojiya-kanko.com/naoetsu/index.html 

 

試合結果(一部) 

春日ＳＳＳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上越春日ＦＣ 
◇ＮｉＦＡ Ｕ１５サッカーリーグ 

県 2 部リーグＡ組 

4-3 内野中 4-1 木戸中 

6-0 三島中 1-1 ＦＣＡｇａno 

7-1 直江津中等 

6-0 長岡東北中学校 

1-3 水原 FC 10-0 坂井輪中 

9チーム中 2位 高円宮杯へ続く 

◇上越地区リーグ 

上越春日Ａ 8 チーム中３位 

3-3 ＦＣ西頸 4-0 頸城中 

11-0 糸中パーク 

6-0 春日中 2-2 城西中 1-2 

附属中 4-0 くびき野 FC  

上越春日 S 8 チーム中 5 位 

5-0 城北中 1-3 OFC A2 

1-4 糸中ｼﾞｵ 0-1 直江津中 

2-2 柿崎中 9-0 新井中 

1-2 ＮＦＣ   

◇4 年チャレンジ 

Ｕ-１０ しんきんカップ 

第 9 回新潟県ｷｯｽﾞｻｯｶｰ大会 

上越地区予選(旧 JA 共済ｶｯﾌﾟ) 

7/2・3 上越市スポーツ公園 

予選リーグ C ブロック 

5-0 FORTEZZA 5-1 FC 新井 

0-2 直江津 SSS  

予選 2 位で準決勝リーグ進出 

準決勝リーグ B グループ 

3-1 頸北ﾘﾍﾞﾙﾀ 

8-0 FC 妙高 Jｒ 

グループ１位で決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ進出 

決勝トーナメント 

4-0 西頸ブルーウイング 

2-2 直江津 SSS 

延長 0-0 PK5-4 

上越地区予選 1 位 

(15 チーム中) 

県大会出場決定！ 
2 位 直江津 SSS 

3 位 FC.FORTEZZA 

4 位 西頸ﾌﾞﾙｰｳｲﾝｸﾞ 

◇４・６年チャレンジ 

第５回真木山カップ  

7/17・18 新発田市 

豊浦地区多目的グランド 

予選リーグ D グループ 

8-0 安田フライング FC 

7-0 荒川町 SS 

8-0 小合リベラール SS 

決勝トーナメント 

5-1 デルフィア燕 

1-2 山の下アズーリ. 

優勝 FC 山の下アズーリ 

準優勝 朝日 SSS 

3 位 FC 新発田 Jr 

4 位 春日 SSS 
（32 チーム中） 

春日サッカーがお世話に

なっている方を紹介する

コーナーです。 

 

しんきんカップ 戦評（遠藤） 
4年生が県大会に出場できる唯一の大会。4年生 11名、

3年生 5名の 16名で参加。予選リーグ・準決勝リーグは結

果的に危なげなく勝利。ただ、8 人制での得点差はあまり

関係ない。精度の良いパス１本で得点が入る。これが 8 人

制の魅力だ。 

準決勝の相手は西頸。4-0 の完勝。しっかりと個が判断

し、丁寧にビルドアップし、崩して点を取る。奪われたらすぐ

取り返す。非常に良いパフォーマンスだった。決勝の相手は

予選リーグで 0-2 で負けた相手の直江津。前半、右サイド

を突破され 2 失点。ハーフタイムで「あきらめずに！あわてず

に！早い時間帯に 1 点とれば大丈夫！」という指示に子ど

も達は目を輝かせて「はい！」の返事。後半に入ると一気

に春日ペース。相手陣地内でパス交換を繰り返し、ミドル

シュートをキーパーがはじいたところをねじ込んで 1 点。その

後、ドリブルで切れ込んで PK を獲得。危なげなく決めて同

点とする。その後の攻撃を直江津の粘り強いDFにはじかれ

て、後半が終了。延長戦に突入！延長戦は攻守の切り

替えが激しい展開。素晴らしい崩しからシュートを打つもバ

ーに嫌われ得点できず。同点のまま終了のホイッスル。PK

戦へと…。春日は全て決めて 5-4 で勝利！0-2 からの勝

利、本当に素晴らしいゲームだった。 

◇５・６年チャレンジ（+3 年） 

第 15 回パナソニック杯 

ジュニアサッカー大会 

7/16・17 新井総合運動公園 

予選リーグ A ブロック 

2-1 NFC マンデー国府 

3-2 頸北リベルタ 

1-1 糸魚川 JSC 予選 2 位 

決勝トーナメント 

0-5  Ｊ‘ｓＡｖａnce 

3-0 NFC マンデー国府 

0-2 高田 SSS 6 位 

◇5 年チャレンジ 

センアーノ神戸 

神鍋サッカーフェスティバル 

7/16・17・18 神鍋高原 

名色総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

ｾﾝｱｰﾉ神戸全国交流試合 

A ブロック 

2-1 センアーノ M（兵庫） 

2-1 安室（兵庫） 

0-1 塚原サンクラブ（大阪） 

2-2 リトルティッド（広島） 

センアーノ神戸 

神鍋サッカー大会 

予選リーグ B ブロック 

3-1 ﾙｾﾞﾙやわた SC（兵庫） 

1-2 ｱｳﾞｧﾝｻｰﾙ FC（岡山） 

2-0 佐用 FC（兵庫） 

予選 2 位で 

ドリーム（交流）ﾄｰﾅﾒﾝﾄへ 

ドリームトーナメント 

2-0 三宮 FC（兵庫） 

1-2 舞鶴 SSC（京都） 

4-1 ﾍﾞﾙｾﾄﾞｰﾙ（兵庫） 

ドリームトーナメント 3 位 

◇５・６年チャレンジ 

山雅フェスティバル  

7/30・31 

松本市信州ｽｶｲﾊﾟｰｸ 

安曇野市営穂高牧ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

優勝 春日 SSS 

準優勝 松本山雅（長野） 

3 位 長野ガーフ（長野） 

4 位 筑摩野 SSS（長野） 

◇5・６年チャレンジ 

第５回越後 ER 大小治杯  

8/7 五十公野ｻﾝｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ 

トーナメント 

2-1 豊照 

0-0 シバタ PK5-4 

2-0 ペガサス 

優勝 春日 SSS 
（参加チーム：山の下アズーリ 

FC ステラ FC 高志 ＦＣ松浜

ＦＣシバタ  ペガサス SCＵ12 

柏崎イｲﾚﾌﾞﾝｼﾞｭﾆｱ SC  

豊照ＳＳ  春日ＳＳＳ） 

◇5・６年チャレンジ 

第６回射水招待サッカー大会  

8/13・14 射水市歌の森運動

公園Ｇ・富山県立大学Ｇ 

予選Ｄブロック 

2-0 婦中西部ＦＣ 

1-0 新湊レッドサンダーズ 

２次予選 

1-1 小杉南Ｓ ＰＫ2-1 

順位決定トーナメント 

4-2 大門少年ＳＣ 

0-2 泉クラブ 

1-0 旭セレジェイラ  

優勝 小杉少年ＳＣ 

準優勝 泉クラブＵ１２ｼﾞｭﾆｱ 

3 位 春日ＳＳＳ 
（24 チーム中） 

 

幼児のみんなもがんばってるよ 

よ 

 

 

 


