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ＮＰＯ法人 

春日サッカーコミュニティ 

通信 第 19号 

２０１３年３月１日発行 
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春日ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団(幼児・小学生) 上越春日ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ（中学生） お問い合わせ先 kasuga-soccer@mopera.net 

 

団員募集 

 

◇６年生チャレンジ 

（2/9 上越総合体育館) 
 
予選 A リーグ２位 

 ﾍﾟﾗｰﾀﾞ春日 12-1 希望ヶ丘 
 ﾍﾟﾗｰﾀﾞ春日 0-2 ﾌｫﾙﾂｧ魚沼 
 

予選 D リーグ２位 
 春日 2-1 ﾚｵﾈｽ長岡 
 春日 2-2 ｽﾌﾟﾘ長岡 

 
春日山トーナメン 
 ﾍﾟﾗｰﾀﾞ春日 2-5 頸北ﾘﾍﾞﾙﾀ 

 春日   3-3 柏崎ｲﾚﾌﾞﾝ 
 PK2-3 

 

◇５年生チャレンジ 

（2/10 上越総合体育館） 
 
予選 B リーグ１位 

 春日 7-0 西頸 BW 
 春日 2-1 蜷川 SC 
 

1 位リーグ 
 春日 3-6 FORTEZZA 
９チーム中 

準優勝 春日 SSS 

◇４年生チャレンジ 
（2/10 上越総合体育館） 
 

予選 B リーグ２位 
 春日 2-1 糸魚川 JSC 
 春日 1-4 上川西 JFC 

 
予選 C リーグ２位 
 ﾍﾟﾗｰﾀﾞ春日 6-1 頸北リベルタ 

 ﾍﾟﾗｰﾀﾞ春日 2-3 大和ｼﾞｭﾆｵﾙｽ 
 
２位リーグ 

 春日 2-5 高田 SSS 
 春日 2-5 ﾍﾟﾗｰﾀﾞ春日 
 ﾍﾟﾗｰﾀﾞ春日 1-4 高田 SSS 

９チーム中 
４位 ﾍﾟﾗｰﾀﾞ春日 
５位 春日 SSS 

◇３年生 

（2/9 教育プラザ） 
 
予選 A リーグ４位 

 春日 2-4 高田 SSS 
 春日 0-3 Js アバンセ 
 春日 0-14 REIZ長岡 

 
予選 B リーグ３位 
 春日ｴｯｸｽ 2-7 ｴｽﾌﾟﾘ長岡 

 春日ｴｯｸｽ 2-8 直江津 SSS 
 春日ｴｯｸｽ 6-4 ﾍﾟﾗｰﾀﾞ春日 
 

予選 B リーグ４位 
 ﾍﾟﾗｰﾀﾞ春日 2-7 高田 SSS 
 ﾍﾟﾗｰﾀﾞ春日 0-7 ｴｽﾌﾟﾘ長岡 

 ﾍﾟﾗｰﾀﾞ春日 4-6 春日ｴｯｸｽ 
 
７位決定戦 

 春日 3-8 ﾍﾟﾗｰﾀﾞ春日 
 
５位決定戦 

春日ｴｯｸｽ 2-0 高田 SSS 

◇２年生 

（2/9 厚生北会館） 
 
予選 A リーグ２位 

 春日  2-1 FC高志 
 春日 12-0 高田 SSS 
 春日  0-3 REIZ長岡 

 
予選 B リーグ１位 
 ﾍﾟﾗｰﾀﾞ春日 3-1 FORTEZZA 

 ﾍﾟﾗｰﾀﾞ春日 4-0 柏崎 FC 
 ﾍﾟﾗｰﾀﾞ春日 9-1 西頸 BW 
 

３位決定戦 
 春日 2-2 柏崎 FC 
 PK0-1 

 
決勝戦 
 ﾍﾟﾗｰﾀﾞ春日 1-3REIZ長岡 

 PK 0-1 
8 チーム中 
準優勝 ペラーダ春日  

４位 春日ＳＳＳ 

◇１年生 

（2/10 厚生北会館） 
  
春日 3-0 FORTEZZA 

 春日 4-0 柏崎 FC 
 春日 2-2直江津 SSS 
 ＰＫ 1-0 

４チーム中 
優勝 春日 SSS 

◇幼児 なかよしリーグ 
（2/10 厚生北会館） 
  

春日 6-0 ＦＯＲＴＥＺＺＡ 
 春日 3-0 柏崎 FC 
 春日 3-1 直江津 SSS 

◇エンジョイ 

（2/10 教育プラザ） 
  
ﾍﾟﾗｰﾀﾞ春日 2-5 春日 

 ﾍﾟﾗｰﾀﾞ春日 0-2 FORTEZZA 
 ﾍﾟﾗｰﾀﾞ春日 1-4 柏崎ｲﾚﾌﾞﾝ A 
 ﾍﾟﾗｰﾀﾞ春日 3-7 柏崎ｲﾚﾌﾞﾝ B 

 春日 3-7 柏崎ｲﾚﾌﾞﾝ B 
 春日 0-9 柏崎ｲﾚﾌﾞン A 
 春日 0-0 FORTEZZA 

第１３回春日山杯（春日 SSS・高志 FC 主催）、県内外 59 チームが集まり２日間に渡り熱い戦いを繰り広げました。

大会の運営サポートしてくださいました保護者、スタッフのみなさんご協力ありがとうございました！！ 

第１３回春日山杯少年フットサル大会結果 

「春日山杯少年フットサル大会って素晴らしい！」         ジュニア総監督、ジュニアユースコーチ 遠藤雄治 

今年で 13回目を迎えた春日山杯が 2月 9・10日の 2日間で開催されました。幼児～U12、エンジョイの全 8カテゴリーに 

分かれ、上越市内の 3会場で延べ参加チーム数 59チームが参加して熱戦が展開されました。 

「素晴らしい！」の一言。保護者と子供達、事務局、スタッフのフットワークが素晴らしい！大会前の打合せから始まり、 

前日準備・アナウンス係・駐車場係・得点係等の大会運営を、各学年代表者を中心に笑顔を忘れず軽やかに頑張って頂きま

した！お忙しい中、ご協力して頂いた全ての方に感謝致します。ありがとうございました。また、大会運営にご協力してい

ただいた FC高志のスタッフ及び保護者の方々にも心より感謝致します。 

 この大会を通じて、改めて多くのチーム関係者や保護者の方々に支えられ、春日サッカーが存続できるのだと実感できた

と共に、今後の春日サッカーの未来は明るい！と感じることができました。 

 一生懸命、前向きにサッカーに取り組む子供達の「笑顔と希望ある未来」のために、保護者の方々のパワーをお借りしな

がらクラブ運営を行っていきたいと思っておりますので、今後ともご協力をお願い致します。 

 今年は例年よりも積雪が少なく、雪解け間近です。待ちに待った外でサッカーができる季節が近づいています。選手諸君！ 

さぁ～！心と体の準備をして多目的広場に集まれ～！ 

 

 

「1 いぃ～！」 かわいくポーズ ＾0＾ 

 

応援ありがとう 

ございました＾ｖ＾ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4年・5年・6年         監督 宮川 淳 
 
 春日サッカースポーツ少年団が、唯一主
催する大会の「春日山杯」が今年も新潟県
内の親しいチームを招き、2月 9日、10日に
行われました！6 年、5 年、4 年は総合体育
館の 2 面で熱戦が繰り広げられました。 
 個性的なチームがある中で、ボールの扱
いがすごく上手いチームがあり衝撃的で刺
激的でした。今度練習試合を組みます。楽し
みにしてください。 
 各学年惜しくも、優勝こそ逃しましたが、全
員のチームワークで戦おうとすること、練習
の成果を試合で発揮すること、試合中に考
えながらプレーすることなど、たくさんの事を
経験出来たと思います。その他にも自分た
ちでコートを作り準備をしたり、得点係など
の運営をすることで、試合が出来ることの喜
び、いろんな大会に招待してもらうありがた
さを感じることができたと思います。 
 大きなトラブルもなく、無事に終了すること
ができ、協力して頂いた保護者、団員、スタ
ッフに感謝いたします！ありがとうございま
した。まだ早いですけど来年度も「春日山
杯」を大成功させましょう（笑）。 

3 年生             コーチ 松永 哲 
 
 春日で一番登録人数が多い 3年生。この人 
数では覚えるのが大変でした（笑）。今では全
て把握（褒めて下さい）『ソウタ』も 3 人います
し、そりゃ名前を呼べば 3 人振り返りますよ
ね。 
 当日も 27 人・・・チーム分けも慣れたもんだ
なぁと思いながら 3 チームに。結果は？？？
あまり良くなかったけど、みんな頑張っていま
した。 
まだまだ上手になる学年なので今後に大いに
期待です。サッカーに対する姿勢も 3 年生に
なりたての頃の幼さも消えて少しずつではあ
りますが逞しさを増していました。 
 今後もサッカーの指導を通じ子供たちの成
長を見守れることに誇りを持って頑張ろうと改
めて思いました。 

幼児・1 年・2 年  コーチ 清野 義則 
 

2/9 2 年生、2/10 1 年・幼児の部を厚
生北会館で行いました。 

2 年生は、ボールを奪いに行く事を課題
にして試合に挑んだ。優勝したRIZE長岡と 
の試合は、ペラータﾞ春日も春日も両チーム
とも必死にボールを奪いに走っていて見て
いて凄く楽しかった。やっぱり、必死さ、一
生懸命さが伝わってくる試合は最高！ 
１年生は、自分でボールを運ぶ事を課

題にして試合に挑んだ。ドリブルして自分
でボールを運ぶシーンがたくさん見られ
た。まだ適当にボールを蹴ってしまうところ
はあるが、何より楽しそうにサッカーをして
いる姿が嬉しい。 
幼児は、ちゃんと試合になるのか不安だ

ったが、どのチームも一生懸命にゴールを
目指し、みんな上手でビックリしたぁ。小さ
い体で必死にボールを追っている姿はか
わいい。 
これから、どんな選手に成長していくの

かすごく楽しみになった、２年生・１年生・幼
児の春日山杯でした。 
 
 

エンジョイ                コーチ 金津 弘紀 
 
先日行われた春日山杯では、どの参加チームの子供たちもみんな一生

懸命にゴールを目指してボールを追いかけるカッコイイ姿が見られました。 
その中で相手がどんなにうまくても最後まで絶対に諦めないという気持ちが 
春日の多くの子供たちに芽生え、サッカープレイヤーとして、また一人の人
間として成長出来たのではないかと思います。 
この春で卒業して、今までとは違った集団に属し、戸惑いを感じる子供も

いると思いますが、これまでの経験で得たものを大切に前を向いて頑張って
欲しいと思います。その中で、この先もサッカーに触れ続けてくれればコー
チとしてこれほど嬉しいことはありません。保護者の方々、今まで多くのご理
解とご協力本当にありがとうございました。 
５年生・６年生へと進級する子供たちは、一生懸命に練習をして今までよ

りもっとサッカーを楽しんでもらいたいです。我々は子供たちにサッカーを楽
しんでもらい、その上で秘術を向上させられるよう努めてまいりますので、こ
れからもどうぞよろしくお願いします。 

２０１２シーズン 個人表彰 

【ジュニアユース】 

◇新潟県トレセン選手 

U15 佐藤 香太 

U15 高井 博康 

U15 高井 致颯 

U14 小菅 雷樹 

U14 寺島 昴 

U13 遠藤 颯 

U13 橋本 幸志郎 

U13 藤田 凌央 

U13 堀川 大空 

U13 前田 拓巳 

 

春日山杯 各学年担当コーチよりコメントをいただきました＾-＾ 

【ジュニア】 

◇新潟県トレセン選手 

６年生 佐藤 康平 

５年生 大井 佑馬 

５年生 新保 哲平 

【女子】 

◇新潟県トレセン選手 

 貝瀬 由羅 

◇第５回全国女子選抜フットサル大会 
      北信越大会新潟県代表選手 

 山岸 弥生 

☆☆第１９回 上越フットサル選手権 大会結果☆☆ 

中学生・ジュニアユースの部 
1/14 リージョンプラザ 

 
◇上越春日フットボールクラブ 
「ありがとう」 

予選グループ E １位 
決勝トーナメンント 

5-2 くびき野 FC.WL 

14-1 城北 B 
5-2 ＮＦＣマンデーナイト JY 
0-1 OFC ファンタジスタ 

準優勝 
上越春日フットボールクラブ 
「ありがとう」 

 

 

 

  

シニア・一般・レディース美技の部 
2/16・17 リージョンプラザ 

 
◇FC春日 
予選グループ K 2位 

4-0 門脇短期大学 
0-2 A-VERDEU.D 
5-1 越後の軽車両 

決勝トーナメント 
2-1 リハビリ中毒 
0-0 TENAGA・FC 

PK4-3 
0-2 炎のチャレンジャー 

64 チーム中 

初ベスト 8 FC春日 
 
◇春日サッカー青年団 

予選グループ U 
2-3 KWIZERS 
1-2 FC.上越マスターズ 

 
◇Spring Days 
予選グループ Z 3 位 

0-0 糸魚川ヴェスタ 
0-1 上総女子フットサル同好会 
0-3 TSSM 

 
 

 

 

 

 

 

2/16 リージョンプラザにて表彰 

 


