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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) 

上越サッカー選手権大会 

少年の部 春日ＳＳＳ 優勝！ 

中学生の部 上越春日ＦＣ(Ａ) 準優勝！ 
第 29回上越サッカー選手権大会決勝戦が、10月 9日(日)高田公園陸上競技場で行われました。 

少年の部は、直江津ＳＳＳと対戦し、1-0 で勝ち二連覇(15 チーム中)。新津シティカップ県大会の出場権を獲得

しました。中学生の部は、上越春日ＦＣ(Ａ)がＯＦＣファンタジスタと対戦し、２－３で準優勝となりました(18 チー

ム中)。中学生 3年生にとっては、これがサッカーでは最後の大会となります。 

↓春日ＳＳＳ 優勝！賞状と大きなトロフィー         ↓優秀選手賞たて 堀川大空選手（6年）  ↓選手と小さな応援団 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑準優勝した上越春日ＦＣ(A)             ↑応援してくださったみなさんへ感謝の礼           ↑表彰式 
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少年の部  

優勝 春日ＳＳＳ 

準優勝 直江津ＳＳＳ 

中学生の部 

優勝 ＯＦＣﾌｧﾝﾀｼﾞｽﾀ 

準優勝 上越春日ＦＣ（Ａ） 

高校・大学・一般の部 

優勝 キアーロ頸城ＦＣ 

準優勝 直江津ＦＣ 

少年の部 決勝戦 春日ＳＳＳ 戦評（遠藤） 
新津県大会出場の 1 枠を争う上越選手権決勝。良い環境の中で試

合をできる幸せを感じながらゲームを観戦。序盤より春日の技術・メンタ

ルが相手を完全に上回る。攻撃では攻撃の優先順位、コントロールの

質、ドリテク、守備では積極的なアプローチ、相手に負けない球際の強

さ、全てが良いと感心した。課題を挙げるとすれば、攻撃の部分では、ﾄﾞ

ﾘとパスの判断の部分とバイタルでの崩しのイメージ、ビルドアップの精度と

柔軟性。守備の面では球際の強さとグループの守備。しかし、これからさ

らに伸びると確信がもてたゲームであった。継続する強い心や向上心、

相手を尊敬する心を継続的に持てるかが鍵だ。県大会へ行き、さらにプ

レッシャーの強いチームとの対戦が彼らを大きくするだろう。 

中学生の部 決勝戦 上越春日 FC 戦評（米田） 
まずは結果が出ず残念でした。 

対策をとられている相手に対して今一つ調子が出ず、不完全燃

焼だったのではないかと思います。やみくもに蹴ってくる相手に対

して奪った後蹴り返してしまうと相手にまた蹴られます。それを丁

寧につないで相手コートに運び、仮に奪われてもボールの周りに

いる選手がたくさんいるその場所で取り返そうとハーフタイムで確

認しましたが、取られた後、「球際」で戦えなかったなという印象

です。一方で、前半にとった２ゴール、後半のカウンター２つ（惜し

くも外れましたが。。）は実に見事でした。すばらしいゴールでした

ね。3年生は高校で、1・2年生は新シーズンでそれぞれ頑張って

ほしいと思います。 



青年団 
◇上越ｻｯｶｰ選手権大会

9/11 新井総合公園 

 ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 0-2 直江津中等 

主な大会の予定 
春日ＳＳＳ 

■11/3 ｼﾞｵｶｯﾌﾟ（5 年ﾁｬﾚ：糸魚川） 

■11/3・6 ｵｵﾐﾔｶｯﾌﾟ（6 年ﾁｬﾚ：新井） 

■11/6 元気カップ（3 年：長野） 

■11/12・13 ﾊﾞｰﾓﾝﾄｶｯﾌﾟ 

全日本少年フットサル大会県大会

（5・6 年チャレ：柿崎） 

■11/19ｾﾝｺﾞｸｶｯﾌﾟ（4・5年ﾁｬﾚ：長野） 

■11/23 リベルタフットサル大会 

（6 年ﾁｬﾚ：柿崎） 

■11/26・27 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ 

（3・4・5 年ﾁｬﾚ：グランセナ） 

■12/10 デポ杯（2 年：リージョン） 

■12/17・18 東北電力杯（柿崎） 

■12/24・25 ｱﾏﾚｰﾗｶｯﾌﾟ 

（4・5 年ﾁｬﾚ：富山） 

上越春日ＦＣ 

■Ｕ１５プレリーグ 

（2012年度のリーグ決め） 

11/13・19・20・23・26・27 

■新潟県Ｕ１３プレリーグ 

12/4・10・11・3/3・4・10・11 

■石川遠征 12/10・11 

■春日冬フェス 12/10・11 

春日サッカー青年団 

■上越フットサルリーグ 

 

 

  ♡♡♡春日な人 今回は金子
か ね こ

隆
りゅう

一
いち

さんです♡♡♡ 
みなさんは、春日 SSSがいつ始まったかご存知でしょうか？ 

金子隆一さんは、初代会長をされた方で、昭和 60 年(1985 年)から約 3 年間会長を務められました。現在 67 歳。

スポーツが大好きで、バレーボールの指導をされてきたそうです。今回金子さんに、春日 SSS ができた当時のこと

をお話していただきました。 

昭和 59 年、今から約 27 年前、春日 SSS ができるきっかけとなったのは、上越教育大学(上教大)の学生２人佐藤

肇さんと大原康史さんが実習校の春日小で、子ども達にサッカーを教えたことだそうです。もっとやりたいという子ども達（小学３年生８

人）の気持ちに応えようと、佐藤さん大原さんが動き、春日 SSS を作るべく集められた父兄の中から唯一男性だった金子さんが会長

に選ばれたそうです。「佐藤・大原の熱意に負けた。サッカーのことはほとんど知らなかった…でも、子どもと一緒にやっているうちに

夢中になった。」当時の練習は、上教大の榊原先生に相談し上教大のグランドで、指導は上教大のサッカー部にしてもらっていたそう

です。そのうちに4・5・6年生が少しずつ入団、団員も増え試合ができるようになり、昭和63年に初めて県大会へ進んだんだそうです。 

今でも新聞を見る時は、自然と「春日 SSS」の文字を探しているという金子さん。「少年団ではサッカーを楽しんでやってほしいし、やれ

る環境であってほしい。中学・高校へ行ってもサッカーが好き、続けたい、と思えるように育ってほしい。」そして、「少年団が末永く続き、

父兄もずっとつながっていてほしい」とやさしい笑顔でお話されました。（*^_^*） 

 

試合結果（一部） 
 上越春日ＦＣ 
◇新潟県クラブユース 

選手権新人戦 

2 次リーグ 

1-1 ＯＦＣ 0-3 グランセナ 

◇高円宮杯 

U15 新潟県大会 

1 回戦 8-0 長岡レッツ 

2 回戦 1-1 エポック横越 

（ＰＫ3-4） 

◇上越サッカー選手権大会 

ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 

上越春日ＦＣ（Ａ） 
2-0 ＯＦＣﾌｧﾝﾀｼﾞｽﾀＡ２ 

7-0 ＮＦＣマンデーナイト 

8-1 ＦＣ西頸ﾌﾞﾙｰｳｲﾝｸﾞｽ 

決勝 3-2 ＯＦＣﾌｧﾝﾀｼﾞｽﾀ 

上越春日ＦＣ（Ｂ） 
9-0 頸城中 

3-0 くびき野ＦＣ（ＷＬ） 

1-4 ＯＦＣﾌｧﾝﾀｼﾞｽﾀ 

春日ＳＳＳ 

◇５年チャレンジ 

第 7 回千曲市体育協会

長杯・ﾏｸ ﾄ ﾞ ﾅﾙﾄ ﾞ カップ

8/20・21 千曲市サッカー

場・戸倉総合グランドＡ・Ｂ 

予選Ｂブロック 予選 1 位 

6-2 ＪＦＣ須坂Ｊｒ 

18-0 科野ＦＣ 

決勝トーナメント 

2-1 アラディオーロ 

0-2 船橋法典ＲＥＤ 

0-3 トップサイド・アウル 

4 位 春日ＳＳＳﾞ 

◇6 年チャレンジ 

上越選手権 

第 19 回新津カップ新潟

県少年サッカー選手権大

会  上 越 地 区 予 選

9/17・18  

上越市ｽﾎﾟｰﾂ公園 

予選 D グループ 1 位 

7-0 西頸 BW  

2-1 頸北リベルタ  

決勝 B ブロック 

4-0 高田 SSS 

3-0 国府 8-1 妙高 

1 位で決勝へ 

10/9 決勝戦 

1-0 直江津 SSS 

優勝 春日 SSS 
準優勝 直江津 SSS 

3 位 高田 SSS 

J’sAvance 

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。 

◇６年チャレンジ 

第 12 回 SUN ふらわぁ CUP 

8/20・21 横越ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・早

出川河川敷公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

優勝 御山 JFC 

準優勝 春日 SSS 
3 位 JFC 曽野木 

4 位 山の下アズーリ 

◇5 年チャレンジ 

第 16 回上越ふれあい杯 

9/3・4 新井総合公園 

予選 C ブロック 1 位 

7-3 前橋ジュニア 

0-1小杉SC 2-1高田SSS 

順位決定１グループ 

0-4 江南南 A 

2-0 直江津 SSS 

3 位決定戦 

1-1 水原 FC PK1-3 

優勝 江南南 A 

準優勝 江南南 B 

3 位 水原 FC 

4 位 春日 SSS 
（24 チーム中） 

◇６年チャレンジ 

バーモントカップ 

第 21 回全日本少年フットサル

大会上越地区予選  

10/15・16 柿崎ドーム 

春日 SSS 
予選 E ブロック 1 位 

5-3 ペラーダ春日 

5-4 14-0 ラガッツォ 

決勝 A ブロック  

10-0 FC 妙高ｼﾞｭﾆｱ 

6-1 高田 SSS 

9-1 頸北リベルタ 

5-5 FORTEZZA 

決勝戦 6-4 直江津 SSS 

ペラーダ春日 
予選 E ブロック ２位 

6-0 ラガッツォ 3-5 春日 SSS 

決勝 B ブロック  

2-1 J’sAvance 

5-2 国府 1-5 直江津 SSS 

5-0 西頸ﾞ 

3 位決定戦 4-1 FORTEZZA 

優勝 春日 SSS 
準優勝 直江津 SSS 

3 位 ﾍﾟﾗｰﾀ春日 

指導者講習会やっています(^^) 
月に 1 度、指導者のレベルアップの

ための講習会を行っています。9 月

は、(株)アルビレックス新潟の岡田

朝彦さんを講師にお招きしご指導い

ただきました。 

10 月は、 

指導者が 

指導実践を 

行いました。 

◇４年チャレンジ 

第 3回アラフェスタ 8人制サ

ッカー大会 8/20・21 

白馬切久保第 2 グラウンド 

予選Ｃブロック 3 位通過 

6-1 ＮＰＩＣｴﾚﾝｼｱ 

3-4 Ｎｽﾀｲﾙ 

8-0 リオペードラ加賀 

4-3 長岡ＪＹＦC   

HAKUBA リーグ 

1-1 アラグランデ 

2-1 松本山雅 B 

1-5 アルチ富山 

1-7 長岡 JYFC A 

15 チーム中 10 位 

優勝 アルビﾞ新潟 

準優勝 Nスタイル A 

3位 FC トレーロス 

◇5 年チャレンジ（+4 年） 

第 19 回新津カップ新潟県少

年サッカー選手権大会 5 年

生大会 上越地区予選 

9/24・25 上越市ｽﾎﾟｰﾂ公園 

春日 SSS 
予選 B ブロック 1 位 

11-0 FC.高志 3-0 糸魚川 

10-0 FC 妙高 

準決勝 B ブロック  

4-1 高田 SSS 3-0 国府 

1 位で決勝トーナメントへ 

決勝トーナメント 

準決勝 2-3 頸北リベルタ 

3 位決定戦 3-1 FC 頸城 

ペラーダ春日 
予選 A ブロック 2 位通過 

3-2 ｴｽﾍﾟﾗｰﾙ吉川 

0-5 頸北リベルタ 

3-0 マンデー国府 

準決勝 C ブロック 2 位で決

勝トーナメント進出ならず 

0-5 直江津 SSS 

2-2 FORTEZZA 

◇４年チャレンジ 

しんきんカップ 

第 9 回新潟県キッズサッカー

大会県大会（JA 共催カップ） 

10/1・2 

新潟市秋葉区水辺のﾌﾟﾗｻﾞ・ 

新潟スタジアム（BIGSWAN）

新潟県ｽﾎﾟｰﾂ公園 

予選 D ブロック 1 位 

2-1 三条 SSS 2-1 巻 SC  

決勝トーナメント 

0-6 内野ジュニア SC 

♡ ♡

バーモントカップ第 21 回全日本少年フットサル大会上越地区予選 戦評（遠藤） 
フットサルでは全国に挑戦できるバーモントカップ。今回は均等わけで 2 チームで参加。予選リーグは順当に勝利。決勝リーグは 5 チーム総当たり戦。春日

は非常にパワフル。ゴールを意識したファーストコントロールやパスの選択ができていた。ペラーダはダイナミックさに欠け、パスのタイミングや優先順位が明確に

なっておらず不安定な試合運び。しかし粘りきって勝利をもぎ取った感じ。春日は決勝、ペラーダは 3 決戦に。決勝は直江津。点の取り合いをなんとかパワ

ーで制して勝利し見事優勝。3 決はフォルテッツァ。終始ペラーダペースだが、シュートが決まらない。しかし、一人一人の技術で上回るペラーダが個人で打

開し、見事勝利！両チーム、県大会出場。春日創設以来、初めての 2チーム県大会出場。すばらしい！ただ、これからの課題は、イメージの共有。今年

のメンバーは個の能力が高い。さらにその上に個人・グループ戦術をのせてあげる必要がある。  

 


