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団員募集 体験入団可(無料) 幼児・小学生・中学生 お問い合わせ先 kasuga-soccer@mopera.net 

新春初夢 

「Ｉ Have a Dream.」（アイ ハブ ア ドリーム。私には夢がある。）アメリカの人種差別をなくす運動を行ったキング牧師の演説です。 

 

「私にも」、夢があります。 

 

春日山駅前の小さな広場からいつも聞こえる、子ども達の大きな笑い声を。 

高田にある放課後の小学校のグランドから聞こえるゴールのおたけびを。 

直江津の路地から聞こえる、壁に向かって繰り返し蹴られる打球音を。 

 

海沿いの小さな公園で休日ボールでじゃれあう親子の会話を。 

山にある広いグラウンドで、いる人すべての大きな歓声を。 

仲間と会った朝に手を挙げてかわす「オハヨウ！」のあいさつを。 

自分のゴールがどれだけすごかったか、興奮気味に家族に何度も話す少年の輝きを。 

 

暑い夏のグランドでも。雪の降る日の体育館でも。グランドからの帰り道で。立ち寄った近くのコンビニで。お父さんと入るお風呂の中

で。 

 

食卓でその日のチームの勝利を自慢気に話す中学生の誇りを。 

悔し涙を流している子どもをやさしく慰めるお母さんのささやきを。 

懐かしむように思い出を孫に話しかけるおじいちゃんの語りを。 

ふとした時に出る「母さんありがとね」の一言を。 

これから高い壁に立ち向かう若者の「ヨシ！」という心のつぶやきを。 

大きな勝利をつかんだ後の、体のすべてが噴き出してきそうなあの興奮を。 

何年ぶりかに会うチームメイトと肩をたたき合うＯＢ達の喜びを。 

 

響かせたい。        強く、この街に響き渡らせたい。 

１０年後も、２０年後も。 

 

 

私にも夢があります。 

 

今年４０のおっさんになった私にもこんな夢があるのです。思い切って語ってみました。少年よ、夢、語ろうぜ、ベイベー。 

 

２０１２年が春日サッカーのみんなに良い年になりますように！今年も楽しもう！ 
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特集 上越春日フットボールクラブ 

２０１２年度新潟県 U１５リーグ 

１部リーグに参加決定！！ 

11/13～行われたプレリーグを見事勝ち抜き、上越春日フットボールクラブは、 

来年度、新潟県内の９チームで行われる県 TOPリーグの１部リーグに参加します。 

更に上位の北信越を目指して挑戦します。 

 ◇10月 20日ユートピアくびきふれあいグラウンドﾞにて卒業試合を行いました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

僕は、年中から中 3 まで 11 年間、春日サッカーでサッカーをしてきました。その中でも、中学のサッカーはあっと

いう間に過ぎてしまいました。僕は、キャプテンをやらせてもらいましたが、とても頼りにならないキャプテンだったと

思います。キャプテンのくせにケガをして 3 年になってからはほとんど試合には出ていなかったし、結局最後の大

会にも間に合わず、チームをプレーで引っ張ることができなくて、本当に悔しいです。それでも最後までついて来

てくれたチームのみんなには、とても感謝しています。チームのみんなに「お前の分もがんばるよ。」とか「早く治せ

よ。」などいろいろな声をかけてもらってとてもうれしかったです。 

春日 FCは本当に最高のチームだと僕は思います。中学の 3年間に悔いはないかと言われたら、ないとは言い

切れないですが、いいチームメイトとサッカーができ、熱い指導をしてくれるコーチに恵まれたことは、とても良かったです。今まで

僕たちを支えてくれたコーチのみなさんにはとても感謝しています。ありが とうございました。また、僕たちのサッカーを支えてくれた

保護者のみなさんにも感謝しています。 

そして後輩へ、卒団までは本当にあっという間だぞ。常に感謝の気持ちを持って 1 回 1 回のトレーニングや試合を大事にしてが

んばれ。そして、俺たちがいけなかった北信越大会まで勝ち上がってくれ。お前たちならできる。信じてるぞ。絶対にケガをしない

ようにな。 

最後に 3 年生のみんなへ、今までみんなとサッカーができて本当に楽しかったです。正直、もっと一緒にサッカーがしたかったな。

ケガしてしまって本当にごめんなさい。そして・・・ありがとう。 

 

上越春日フットボールクラブ キャプテン 下鳥佑稀選手 よりひとこと 

 

 

 
   

 

 

 
 



アルビレックス新潟 ユース入団決定！  

上越春日ＦＣ 日馬秀選手（3 年生）がセレクションに合格しました。おめでとう！！ 

僕は、小学２年の時にサッカーを始めました、糸魚川でプレーしていましたが、負けることが多く泣いて悔しい思

いをたくさんしました。トレセンを受けても不合格でサッカーをやめようと思ったこともありました、でも友達が好きで

仲間とサッカーをしていると楽しくて、中学に行ってもサッカーを続けたいと思うようになりました。そんな時、今の春

日の仲間と知り合いました、環境がガラッと変わりましたが、春日の人達は僕を快く仲間に入れてくれました。 

３年間 泣き笑いのサッカーでしたが、春日でサッカーができて本当に良かったです。皆に会えて本当に良かった

です。最後に僕が思ったことは、サッカーは皆の気持ちが一つになったチームの勝ち、一番は気持ち、気持ちが

技術を上回るということです(自分感)。では、来季はアルビレッジで会いましょう。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日馬秀選手 

駒形健至朗コーチから 

『みなさんお久しぶりです。いかがお

すごしでしょうか？三年生のみん

な、ジュニアユース卒業おめでとう

(^_^)v 三年間はどうでしたか？今一

度振り返ってみてください。きっと辛

かったこと、楽しかったことが思い出

されるでしょう。私自信はみんなと二

年間一緒にサッカーができて幸せで

した。今でも色んな事が頭に浮かび

ます。ありがとう m(__)m 

サッカーの仲間は一生の仲間だと

思います。これから高校生になりそ

れぞれ道は違うと思いますが、一人

ではなく仲間がいることを忘れない

で下さい。いつまでも夢を追っかけ

て！また会いましょう★』 

 



主な大会の予定 
春日ＳＳＳ 

■1/14リベルタフットサル大会

（4 年ﾁｬﾚ） 

■1/21・22 謙信公杯 

（6 年ﾁｬﾚ・リージョン） 

■1/28・29 

埼玉遠征（5 チャレ） 

■2/4・5  

はねうまｶｯﾌﾟ（6 年ﾁｬﾚ） 

■2/11・12  

春日山杯（全学年） 

上越春日ＦＣ 

■1/9 上越フットサル選手権

(リージョン) 

春日サッカー青年団 

■2/18・19  

上越フットサル選手権大会 

（リージョン） 

■3/11・18 

妙高フットサル選手権大会 

（妙高ふれあいパーク） 

みなさん応援よろしくお

願いします！ 

 

試合結果（一部） 

(団長：白滝 副団長：清野 団員 13 

指導者講習会 行いました(^^) 
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。11月は、指導者

指導実践、12 月は新潟県サッカー協会

チーフインストラクターの小林正昭さんを

講師にお招きしご指導いただきました。 

 

 

上越春日ＦＣ 

◇新潟県Ｕ１３サッカーリーグ 

予選 

11－0 エルファ燕 

7－0 木戸中 

2－2 長岡ビルボード 

得失点差で１位で通過。 

3 月にある 2 次予選へ 

 

◇新潟県 U15 プレリーグ 

予選 

1－0 濁川中 0－0 FSC 

1－0 松浜中 予選 1 位 

決勝トーナメント 

3－0 五十嵐中 

1－4 エストノーバ 

新潟県 1部リーグ 

進出決定！ 

春日ＳＳＳ 

◇６年チャレンジ 

新津カップ 

新潟県少年サッカー選手権大会 

10/29・30 新津金屋運動広場 

予選リーグ 

1-2 ｋＦ３ 8-1 柏崎ＦＣ 

決勝トーナメント 

0-1 アルビレックス新潟 

優勝 アルビレックス新潟ジュニア 

2 位 長岡ＪＹＦＣ Ｕ－１２ 

3 位 春日ＳＳＳ 

    グランセナ新潟ジュニア 

 

◇５年チャレンジ 

第 3 回ジオパークカップＵ－１1  

11/3 美山陸上競技場 

予選リーグ 

3-0 西頸ＢＷ 3-3 Ｎスタイル 

3-3 須坂ＪＦＣ  

予選ブロック 2 位 

3 位決定戦 

6-2 糸魚川ＪＳＣ 

優勝 須坂ＪＦＣ 

2 位 Ｔボレアーレ道下 

3 位 春日ＳＳＳ 

4 位 糸魚川ＪＳＣ 

◇３年 

第９回元気カップＵ９ 

ちびっこサッカー大会 

11/6 長野犀川第二緑地公園 

予選リーグ 

3-1 戸倉ＳＣ  2-1 裾花 

予選ブロック 1 位 

1 位トーナメント 

6-0 昭和ＦＣ 

4-1 長野ＳＳＣレッド 

優勝 春日ＳＳＳ 
2 位 長野ＳＳＣレッド 

3 位 徳間ＪＦＣ 

4 位 昭和ＦＣ 

◇６年チャレンジ 

オオミヤカップ 

11/3 新井陸上競技場 

予選リーグ 

3-1 Ｊ‘ｓ ａｖａｎｃｅ 

0-0 吉田ＳＣ 

予選ブロック 1 位 

決勝トーナメント 

2-0 越路 

2-2 頸北ＦＣリベルタ 

 ＰＫ5-3 

8-0 上川西ＪＦＣ 

新井会場 

1 位 春日ＳＳＳ 
2 位 上川西ＪＦＣ 

3 位 頸北リベルタ 富曽亀 

 

11/6 見附陸上競技場 

決勝戦 

9-0 見附ＦＣ Ｕ１２ 

（見附会場優勝） 

優勝 春日ＳＳＳ 

◇６年チャレンジ 

バーモントカップ 

第 12 回全日本少年 

フットサル大会新潟県大会 

11/12・13 柿崎ドーム 

春日ＳＳＳ 
予選リーグ 

3-2 ｾﾝﾄｳﾞｨｺﾞｰﾚＥＡＳＴ 

3-4 ＣｌｕbＦ３ 

予選ブロック 2 位 

フェニックスリーグ 

4-0 ペラーダ春日 

6-4 新潟附属ＦＣ 

 
ペラーダ春日 
予選リーグ 

3-2 ヴェールメリオＢ 

1-3 竹尾ウィングス 

予選ブロック 2 位 

フェニックスリーグ 

7-3 新潟附属ＦＣ 

0-4 春日ＳＳＳ 

 

優勝 アルビレックス新潟ジュニア 

2 位 ＣｌｕｂＦ３（新潟西地区） 

3 位 下越ＪＦＣ（下越地区） 

4 位 ヴェールメリオＡ（中越長岡地区） 

5 位 ヴェールメリオＢ（中越長岡地区） 

6 位 南浜ダッシャーズ（新潟東地区） 

◇５・６年チャレンジ 

第７回センゴク・ドリームＣＵＰ 

11/19 上堀Ｇ 諏訪形Ｇ 

Ｕ-11 

優勝 春日ＳＳＳ 
2 位 中野ＳＳＳ 

3 位 ホワイトスター 

 

エンジョイ 

関東ツアー行ってきました 

  
(団長：白滝 副団長：清野 団員13名参加) 

11月 19日・20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。電車に乗って、

横浜日産スタジアムへ。 

Ｊ１リーグ「横浜マリノスｖｓ名古屋グランパ

ス」を観戦。夜は、横浜中華街で夕食、中華

料理をたくさんいただき、旅館へ。 

2 日目は、東京タワー、ＫＡＭＯショップ、サ

ッカーミュージアムなどを見学しました。 

1 日目は雨風で大変でしたが、2 日目は天

気も回復しました。 

日産スタジアムでは、中村俊輔のＦＫを見

れて最高と言いたいところでしたが、リスタ

ートが速くあっという間に蹴ったので、ゴー

ルの瞬間を見逃してしまった・・・試合もマリ

ノスが負けてしまって少し残念そうな子ども

達でした。 

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、３Ｄ映

像に興奮していました。 

たくさんのお土産を買って、たくさんの思い

出ができて、楽しい関東ツアーになったと思

います。 

例年のごとく、切符をなくして探したり忘れ

物をしたりといろいろハプニングがあり大変

でしたが、無事に帰って来られてホッとして

います。いつもとは違った子ども達の姿が

見れて楽しかったです。（清野） 

 

◇6 年チャレンジ 

第 12 回リベルタフットサル 

6 年生大会 

11/23 柿崎ドーム 

優勝 春日ＳＳＳ 
2 位 ＵＯＺＵ ＦＣ 

3 位 小針レオレオ 

4 位 柏崎ＦＣ 

◇5 年チャレンジ 

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ杯 

第 25 回ＦＣ五十嵐・ボカ 402 

サッカーフェスティバル 

11/26 グランセナサッカースタジアム 

Ｕ－１１ 

予選リーグ 

7-0 ボカ４０２  1-1豊照 

1-0 西内野 ブロック予選 1位 

決勝トーナメント 

0-1 青山   

1-1 小針レオレオ ＰＫ2-3 

4 位 春日ＳＳＳ 

Ｕ－１２ 

予選リーグ 

2-1 南万代  10-1 西内野 

2-0 東青山 ブロック予選 1位 

決勝トーナメント 

 1-1 グランセナ ＰＫ2-1 

 0-1 小針レオレオ 

準優勝 春日ＳＳＳ 

◇チャレンジ 

第 18 回東北電力杯 

フットサル大会上越地区予選 

12/17・18 柿崎ドーム 

春日ＳＳＳ 
予選リーグ 

1-3 ＮＦＣマンデー国府 

5-1 ジェミニＦＯＲＴＥＺＺＡ 

3-0 ｴｽﾍﾟﾗｰﾙ吉川 

予選グループ 2 位 

決勝リーグ 

 グループＢ 

1-3 Ｆ・Ｃ高志 

4-1 三和ＳＣ 

1-0 Ｊ’ｓ ａｖance 

8-0 ＦＣ頸城 

決勝リーグ グループ 2 位 

 

ペラーダ春日 
予選リーグ 

2-1 ＦＣ妙高Ｊｒ 

2-2 Ｊ’ｓ ａｖａｎｃｅ 

4-1 ＦＣ新井Ｊｒ 

予選グループ 2 位 

決勝リーグ 

 グループＡ 

4-1 ＮＦＣマンデー国府 

5-5 頸北リベルタ 

2-3 直江津ＳＳＳ 

2-1 高田ＳＳＳ 

決勝リーグ グループ 2 位 

3 位決定戦 

 春日ｓｓｓ 3-4 ﾍﾟﾗｰﾀﾞ春日 

上越地区 

1 位 Ｆ・Ｃ高志 

2 位 直江津ＳＳＳ 

3 位 ペラーダ春日 

4 位 春日ＳＳＳ 
 


