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ＮＰＯ法人 

春日サッカーコミュニティ 

通信 第 24号 

２０１４年１月１日発行 

Kasuga-soccer@mopera.net 

 

春日ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団(幼児・小学生)見学・体験随時受付中！ ＵＲＬ http://www.kasuga-soccer.jp/ 

 

団員募集 

 
新年のご挨拶 
春日サッカーの関係者の皆様、新年明けましておめでとうございます。 

旧年中は大変お世話になりました。新年も変わらずご協力いただきますよう

お願い致します。 

今年 2014 年はサッカー王国ブラジルで半世紀以上ぶりに FIFA ワールドカッ

プが行われます。ちょうど半年後、サッカー一色に染まる、４年に１度の世

界最高のお祭りになることでしょう。 

よ～し。私も勇んでいざブラジルへ！と言いたいところですが、今から貯金

しても間に合いそうにありません。４年後に向けて！(笑) 

そこに出場するであろう（いや、あってくれ！）酒井高徳選手！是非頑張ってほしい。三条のカタ

田舎（なんて失礼な(笑)！）からあんなにも世界に羽ばたく選手がでて来るなんて・・中学生の頃

の彼は本当にキラキラとして心から楽しそうにサッカーをしていた。 

うん、やっぱ、あの目だ。 

あの目をしてサッカーと触れ合いたい！ 

きっと春日にもいるであろう原石達と、 

今年もキャッキャ言いながらサッカー 

を楽しみたいと思います。 

頑張りましょー！！ 
平成 26年１月 代表 米田知弘 

 

 

 

 

 

「長いスパンで」        ジュニア総監督、ジュニアユースコーチ 遠藤雄治 
 

新年、明けましておめでとうございます！皆様、今年も春日サッカーをよろしくお願いします。昨年、

ジュニア 6年生は県大会出場が当たり前という重圧を乗り越え、全少・新津・バーモントの 3大会で県

大会に出場しました（素晴らしい！）。また、ジュニアユースはクラブユース選手権において新潟県 5

位の成績を残すとともに、3年生主体で臨んだ県 1部リーグでは見事 4位（8チーム中）。1・2年生主

体で臨んだ県 2部リーグでは 3年生相手に苦しむが 7位（10チーム中）でフィニッシュし、1部・2部

ともに残留を勝ち取りました（本当に素晴らしい！）。 

昨年以上に春日サッカーが飛躍するためには、さらなるジュニア年代の育成が大きなポイントと感じ

ています。技術的には「ボールを自分の思ったように扱う」ことを小学校 4年生までに身につけさせた

い。そのためには①ボールに数多く触れること②多くの失敗を経験することが最高の近道だと感じてい

ます。 

子供達には失敗を恐れず継続してチャレンジして欲しい！保護者の方には子供達のチャレンジした

その姿勢を誉めて頂きたい。スタッフには自分を表現しようとした選手に対して良いアドバイスと考

える時間を与えて欲しい。時間はかかるが長いスパンで見守ることで大きな成功をつかめるような気

がします。我慢、我慢の連続かもしれないが、必ず大きな財産となるはず。今年の目標は「我慢！」 
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☆☆☆試合結果（一部）☆☆☆ 

◇第 2 回 新潟県 CY 
 新人サッカー(U-13) 
（11/23 会場：シバタ中央公園） 

4-0 ｴﾙﾌｧｰ燕 

14-0 LOCUS 

（11/24 会場：刈羽ぴあﾊﾟｰｸ A） 

0-0 シバタ SC 

（12/1 会場：ふれあい G） 

順位決定戦 1 位グループ 

0-1 FC 五十嵐 

1-3 evolveFC 

（12/8 会場：ふれあい G） 

順位決定戦 1 位グループ 

2-3 エスプリ長岡 

上越春日 FC 8 位 

◇北陸新幹線フェス大会 
（11/23  

会場：㈱YKK 荻生工場Ｇ） 

予選 A ブロック  

9-0 JFC 常願寺 

3-1 ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ 
（11/24 
会場：日医工ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ） 
1 位トーナメント 

4-1 町田 JFC 

1-0 ﾃｲﾍﾝｽﾞ FC 

①妙高市 

②子供と同じ５年 
③フィジカルトレー 
ニング・野球 

④ケンタ 
⑤自由な時間 
⑥キャプテン翼を 

読む、ボールと 
友達になる 

⑦挨拶を忘れず、 

楽しくサッカーを 
しましょう 

①出身 ②春日歴 ③特技 ④好きな食べ物 

⑤今ほしいもの ⑥サッカーが上手くなる秘けつ 

⑦みなさんへひとこと 

 

エンジョイ関東ツアーに行ってきました（＾＾） 

（スタッフ：清野，山岸(弥) 団員 8 名参加) 

11 月 30 日・12月 1 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。満席の特急はくたか、新幹線を乗り継ぎ横浜日産スタジアムへ。(は
じめは電車乗って楽しんでいたが、途中からまだ電車乗るの～？とグチグチ。) 
Ｊ１リーグ「横浜マリノスｖｓアルビレックス新潟」を観戦。夜は横浜中華街で夕食、中華料理を沢
山いただき、旅館へ。 
２日目は、浅草寺(スカイツリ－見れたぁ。)、KAMO ショップ、サッカーミュージアムを見学しまし
た。毎年、雨で大変だったが今年は 2 日とも天気で最高でした。 
日産スタジアムでは、アルビの勝利を見れ満足。(でもスタジアムは、マリノスが負け微妙な雰囲
気(^^;  )サッカーミュージアムでは、展示品よりもサッカーゲ－ムに夢中になって楽しんでいまし
た。沢山のお土産を買って、沢山仲間とおしゃべりして、沢山の思い出が出来た関東ツアーにな
ったと思います。 
今年も例年のごとく、色々ハプニングがあり大変でしたが、無事に帰ってこられてホッとしていま
す。(今年は、ねずみ騒動もあった(ToT)  ) 
皆仲良く楽しそうにしている姿を見れたのが、嬉しかったです。 

◇アマレーラカップ 
（12/14 

会場：黒部市宮野運動公園） 

【春日 SSSA】 

予選 B グループ 1 位 

4-1 三日市 SSS 

2-1 小鳥 FC 

順位決定戦 

4-1 昭和 FC 

春日 SSSA 3 位 
【春日 SSSB】 

予選 D グループ 

3-3 経田 SSS 

1-5 JFC 須坂 

順位決定戦 

2-5 小鳥 FC 

 

【5・6 年生チャレンジ】 
◇東北電力杯 
（12/14・15 会場：柿崎ドーム） 

【春日 SSS】 

予選リーグ C 

5-0 Gemini 

7-2 浦川原 EB 

9-1 ﾍﾟﾗｰﾀﾞ春日 

決勝グループ A 

9-2 高田 SSS 

6-2 FC 高志 

1-2 FC 頸城 

5-1 SEIKEI.F 

3 位決定戦 

0-2 FORTEZZA 

春日 SSS 4 位 
 

【ﾍﾟﾗｰﾀﾞ春日】 

予選リーグ C 

4-1 浦川原 EB 

4-3 Gemini 

1-9 春日 SSS 

決勝グループ B 

1-2 西頸 BW 

3-3 頸北リベルタ 

0-3 NFCM 国府 

0-14 .FORTEZZA 

【4 年生チャレンジ】 
◇リベルタフットサル 

（12/7 会場：柿崎ドーム） 

予選リーグ 3 位 

3-3 Js アバンセ 

2-7 南万代 

3 位交流トーナメント 

1-6 頸北リベルタ 

順位決定戦 

14-1 頸城 

 

上越春日フットボールクラブ 

     前 Wキャプテン 小菅雷樹・米田雅史 
 
僕は、この三年間、上越春日 FC でサッカーをやって来まし

た。先輩達や後輩達、良い仲間達、監督やコーチ、保護者の

方々のおかげで三年間良いサッカーができたと思います。後

輩達には、これからも自分達の結果を越えられるように頑張

って欲しいと思います。自分も上越春日 FC での経験を生か

し、高校でも頑張っていきたいと思います。（小菅雷樹） 
 
僕は年少の頃から 12年間春日サッカースポーツ少年団と上 

越春日フットボールクラブでサッカーをしてきました。こん 

なに長く春日でサッカーをしてきましたがいざ終わってみる 

と、とても短かったようなに思います。今一番印象に残って 

いることはやっぱり県 1部リーグで仲間とサッカーできたこ 

とが 1番の思い出です。県 1 部リーグでは楽しいことばかり 

ではなく、ぜんぜん勝てなくて負けが続いた時もあったけど仲間と協力し乗

り越えることができました。最終的には残留という結果で終わり満足できな

いところもありましたが春日のみんなとサッカーできたことは、僕にとって

一生の思い出になりました。今まで僕にサッカーを教えて頂いたコーチのみ

なさん本当にありがとうございました。 

僕は高校にいっても春日で学んだことを忘れずに頑張って行きたいと思い

ます。僕はこの春日サッカーというチームが大好きです。（米田雅史） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春日 SSS 

上越春日FC 

【5 年生チャレンジ】 
◇センゴクカップ 
（11/16  

会場：上田上堀グランド） 

予選リーグ 

0-2 ﾌｫﾙﾂｧ松本(松本市) 

2-0 富士見（諏訪郡) 

フレンドリマッチ 

3-2 うすだ FC（佐久市） 

新コーチ紹介 

指導アシスタント 

 

加藤 隆寛 
（かとう たかひろ） 

 

 
宮園 大智 

（みやぞの だいち） 

 
宮園 亜弥 

（みやぞの あや） 

 
小日向 隆光 

（こひなた たかみつ） 

コーチングのサポート役として 4人 

のメンバーがスタッフに加わり活動 
しています。よろしくお願いします。 

【6 年生チャレンジ】 
◇リベルタフットサル 
（12/1  

会場：かきざきドーム） 

予選リーグ c 1 位 

4-4 東青山 

5-2 柏崎 FC 

決勝トーナメント 

8-4 FC 高志 

2-3 ｼﾞｮｶﾞﾎﾞｰﾗ 

春日 SSS 準優勝 

 

スカイツリーをバックに記念写真 

 

春日山杯予定 
6 年生チャレンジ（2/15）会場：総合体育館 

5 年生チャレンジ（2/1）会場：厚生北会館 

4 年生チャレンジ（2/2）会場：厚生北会館 

3 年生（2/1）会場：教育プラザ 

2 年生（2/8）会場：厚生北会館 

幼児・1年生（2/9）会場：厚生北会館 

エンジョイ（2/2）会場：教育プラザ 

 
森本 裕介 

（もりもと ゆうすけ） 

 

 

春日山杯は、春日サッカー主催の大会です。 

今年も保護者の皆様のご協力をよろしくお願いします。 

 

 


