
 

 

☆☆春日SSS試合結果（一部）☆☆ 

 

 

 

【ペラーダ春日】 
予選グループ D 1 位 
 9-0 J's avance 
 7-0 新井 4-0 高志 
決勝グループ B 3 位 
 1-1 春日 SSS 
 5-3 糸魚川 
 0-4 国府 

アラフェスタＵ10 リーグ 
8/22.23  
会場：白馬村スノーハープ 

【春日 A】 
予選 D ブロック 2 位 
 2-3 アルティスタ 
 3-2 大久保 
 6-0 rabona 一宮 
 3-2 小松北 
2 位リーグ 2 位 
 2-1 松本山雅 
 2-1 チベッタ A 
 1-1 宇奈月 
 1-3 大久保 
総合 7 位 
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ＮＰＯ法人 

春日サッカーコミュニティ 

通信 第 28号 

２０１４年１０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 

 

夏のイベントｉｎ三の輪台  保護者会会長 古川 

8月 31日に夏のイベントを開催しました。幼児から 6年生

まで保護者を含め、総勢約 230 名の参加がありました。

幼児レース、変玉送りなどや、前日の深夜に降った雨の

影響かどうかリレーではお父さん等のお約束の転倒も連

発し、とても楽しく和やかな雰囲気の中イベントを行うこ

とができました。また、鍋奉行ならぬ多くの「カレー奉行」

の方々の仕切によりおいしいカレーをいただくことがで

きました。当日参加されたみなさん、お疲れ様でした。 

 
 

 

『ナショナルトレセンＵ－12 北信越前期に参加して』 
6 年生 早川 諒 

僕は、9月 6日～7日に富山県で行わ

れた、ナショナルトレセン北信越(前

期)にゴ－ルキ－パ－として参加さ

せてもらいました。 

１日目は、キャッチングとポジショ

ン取りの練習をしました。午後から

は、各グループに分かれ試合をしま 

した。誰よりも声を出し、怖がらずにプレーをする事を

心に決めました。夜は、試合で出来ていなかった事を話

し合ったり、レクチャーを受けました。 

2 日目は、県対抗で試合をしましたが、自分の欠点が出

てしまいました。なので、今まで教わったことをしっか

り身に付け、欠点を克服し、レベルアップ出来るように

頑張りたいです。他のチ－ムや県外のチ－ムの人達と練

習する事で、自分自身を見直す良い機会となり、良い経

験をさせてもらいました。ありがとうございました。 

救命救急講習会を行いました（＾＾） 
月に１度、指導者のレベルＵＰのために指導者講習会を行

っています。９月は、上越消防署の田村さんをお招きし、救

命救急講習会を行いました。今回は保護者の皆様にもご

参加いただき、胸骨圧迫、ＡＥＤの使い方など救命処置の

流れをご指導いただきました。 

また、サッカー中のケガに備えて骨折時の処置など、質問

を交え実際にやりながら教えていただきました。 

【ペラーダ春日】 
1次リーグ グループ4 3位 
 0-3 黒部 1-2 高坂 
順位決定戦 
 0-2 糸魚川 
6 位トーナメント 
 3-0 新井 
 2-0 浦川原 
21 位 ペラーダ春日 
 

 

【3 年生】 
中野市サマーフェスティバル 
8/2 会場：中野市人工芝 G 
予選 A ブロック 2 位 
 0-0 中野 SSS 
 0-3 高崎 KⅡ 
 0-0 諏訪 FC 
 3-0 浅川 
 2-0 ジョガボーラ柏崎 
順位決定戦 
 雷の為中止 

  

今年も恒例の夏のイベント（保護者会主催）が行われました。保護者やコーチも参加してミニ運動会

で盛り上がり、お昼にはおいしいカレーをいただき、楽しい一日を過ごしました。 

 

【春日 B】 
予選 A ブロック 4 位 
 5-3 アラグランデ 
 3-1 チベッタ A 
 0-6 安曇野トレセン 
 1-4 宇奈月 SSS 
4 位リーグ 1 位 
 5-0 アルテ富山 B 
 6-2 ラボーナ宮 
 3-1 アラグランデ 
 7-2 NPIC 
総合 16 位 
 

サンフラワーカップ 
8/23・24 会場：五泉 
予選 D グループ 2 位 
 2-0 新津 1-0 山ノ下 
 0-5 横越 
決勝トーナメント 
 2-0 東山ノ下 
 3-0 レオネス 
 0-0 横越（PK 4-3） 
春日 SSS 優勝！ 
 
【5・6 年生チャレンジ】 
七夕カップ 
7/5・6 会場：新井総合運動公園 
【春日 SSS】 
1 次リーグ グループ 2 2 位 
 2-0 シバタ Jr 0-2 江南南 
順位決定戦 
 1-0 大野沢 
3 位トーナメント 
 2-1 マンデー国府 
 2-2 となみ （PK5-4） 
9 位  春日 SSS  
 

【4 年生チャレンジ】 

しんきんカップ 
7/12・13 会場：かきざきＧ 
【春日 SSS】 
予選グループ A 2 位 
 7-0 FC 頸城 3-2 Gemini 
 1-4 妙高 
決勝グループ B 2 位 
 1-1 ペラーダ春日 
 7-0 糸魚川 1-2 国府 
順位決定戦 
 1-3 妙高 
春日 SSS4 位 
 

【6 年生チャレンジ】 
はねうまカップ 
7/19・20 会場：新井総合公園 

【春日 SSS】 
予選リーグ C 2 位 
 0-0 FC 頸城 
 10-0 浦川原 
 12-0 妙高 FC 
決勝トーナメント 
 3-0 FORTEZZA 
 0-0 直江津 SSS（PK 3-1） 
 2-0 FC 頸城 
春日 SSS 優勝！！  
【ペラーダ春日】 
予選リーグ B 4 位 
 0-4 直江津 SSS 
 0-3 吉川 
 0-1 Js avance 
交流トーナメント 
 3-0 Jemimi 
 3-0 浦川原 
 1-2 糸魚川 
ペラーダ春日 10 位 

 

http://www.kasuga-soccer/


 

 

◇ＮｉＣＹ新人戦Ｕ-14 
9/14 会場：グランセナ 

 6-2 くびき野ＦＣ 

 4-0 TOYOSAKA 

3勝6敗で 7位 2015年 2部リーグに残留決定！ 
1,2 年生良く頑張った！ 

 

グランセナ 長岡ビルボード ジェス新潟東 上越春日ＦＣ エストノーヴァ アルビ柏崎 アルティスタ エポック横越 勝ち点 得点 失点 得失点 順位

●1-2 ○1-0 △0-0 ○3-0 ○4-1 △1-1 △1-1

△0-0 ○2-0

○2-1 ●1-2 ●0-2 ○3-0 △2-2 ○1-0 △3-3

●0-1 ○5-0

●0-1 ○2-1 ●2-3 ●1-2 ○3-1 ●0-7 ○3-1

△0-0 △2-2

△0-0 ○2-0 ○3-2 ○6-1 ○3-0 ○1-0 ○10-0

○3-0 ○6-1

●0-3 ●0-3 ○2-1 ●1-6 ○3-1 △1-1 ●2-3

△0-0 ●0-3

●1-4 △2-2 ●1-3 ●0-3 ●1-3 ●0-6 ●0-2

△2-2 ●1-6

△1-1 ●0-1 ○7-0 ●0-1 △1-1 ○6-0 ○7-2

△0-0 ○1-0

△1-1 △3-3 ●1-3 ●0-10 ○3-2 ○2-0 ●2-7

●0-2 ●2-5

14 17 11 6

グランセナ

長岡ビルボード

16 16 5 11 2

13 18 -5 5

エポック横越

ジェス新潟東

エストノーヴァ

上越春日ＦＣ

アルビ柏崎

8

23

12

6

8 9 21

33 -21 8

8 31 -23 7

アルティスタ 17 3

2

15

6-12

3425 4 30 1

4
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7位で北信越新人フェスティバル出場権獲得！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上越春日 FC 3年 新保 力 

これからの目標 
僕のこれからの目標

は県 1部リーグで優

勝してさらに上のス

テージに勝ち進むこ

とです。そして来年

上越春日 FCが北信 

越リーグにいることです。そのために

残り少ない試合を大事にし、試合では

走り負けしないで、全力でゴールを守

り、積極的に攻撃参加し、1試合の中

で必ずチャンスはあるので、そのチャ

ンスで点 を取ることが勝利に繋がる

と思っています。そのチャンスをもの

にできるよう練習から試合を意識して

がんばっていきます。 

上越春日 FC 3年 藤田凌央 
これからの目標 
今、自分の考えてい

る目標は、県 1 部リ

ーグで優勝です。 

優勝することができ

れば、北信越リーグ 

昇格のチャンス、そ 

して高円宮杯北信越予選の出場権、

この 2 つを得ることができます。ク

ラブユースでは、大事な試合で自分

達のサッカーができず、北信越大会

に出場することができませんでし

た。なので、県 1部リーグを優勝し、

高円宮杯に出場して、クラブユース

での苦しさをバネに全国大会を目指

して頑張りたいと思います。 

上越春日 FC 3年 古川陵人 
1部リーグ後半
にむけて 
僕たちは、クラブ

ユース選手権で北

信越大会に出場す

ることができませ

んでした。なので 

1部リーグで必ず 1位になり、次の

代の北信越リーグもそうですが、高

円宮杯に出場して全国大会を目指し

たいです。そのために、先を見据え

て県外でも通用するチームになるた

めの練習をしたいです。僕もまだま

だ課題があるので練習から一生懸命

に取り組みたいです。 

 

 

 

   

2014 年度 新潟県Ｕ－15 サッカー1 部リーグ 対戦結果一覧     9 月 23 日 現在 

◇Ｕ-13 リーグ 
6/28 会場：日本文理高 

0-1 五十嵐 
1-7 エボルブ 

6/29 会場：小千谷河川公園 

5-2 五泉ディーバ 
7-0 ヴァレミール 

7/27 会場：小千谷河川公園 

12-0 朝日中 
0-0 エポック 

8/9 会場：五泉粟島Ｇ 

1-1 新潟アカデミー 
3-0 ＴＯＹＯＳＡＫＡ 

 

◇新潟県 2 部リーグＢ 

4/26 会場：日本文理高校 

 0-3 AFC 

4/27 会場：ふれあい G 

 0-7 エスプリ長岡 

4/29 会場：アルビレッジ 

 0-5 内野中学校 

5/6 会場：新井総合運動公園 

 0-9 エボルブＦＣ 

 

上越選手権大会のお知らせ 
10/13（祝）上越陸競技場 

 
【少年の部】 決勝戦 
14：00 キックオフ 

春日 SSS 対 直江津 SSS 
 
【中学生の部】 決勝戦 
9：30 キックオフ 

 
W 優勝目指して頑張ります。 

応援よろしくお願いします。 
※上越春日FCのトーナメント日程はホ

ームページに随時掲載いたします。 

 

スポンサー紹介 
シザーハンズ様〈山麓線沿いコメリホームセンターさん隣〉 ℡025-526-8999 

春日サッカーを応援してくださっている理髪店です。月ごとの利用人数によって寄付して
いただいてます。オーナーの佐藤さんが、みなさんを笑顔で迎えてくださいますよ（＾-＾） 
「憧れのメッシの髪型にしてください！」なんてお願いするのもいいかも（＾＾）ｖ 
 
モスバーガー高田店・直江津店 様 
春日サッカーではクリスマスモスチキンでおなじみのですね（＾-＾）300円につき 1枚チア
フルチケットがもらえます。ご家族やお友達でどんどん利用してくださいね。 
 
※お会計の際には感謝の気持ちを込めて「春日サッカーです！」と伝えてください。 

スポーツ安全保険 
けがで病院に行った時は
事務局へお知らせ下さい。 
①名前 ②けがをした日時  
③場所（住所・施設名等） 
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   

遠征の際は保険証の

控えを持参してください 

 

6/7 会場：刈羽ぴあパーク 

1-6 鳥屋野中学校 

7/12 会場：アルビレッジ 

7-0 フリーダムＦＣ 

7/13 会場：アルビレッジ 

2-1 山ノ下中学校 

7/19 会場：アルビレッジ 

3-1 村上第一中学校 

7/20 会場：アルビレッジ 

0-1 巻ＳＣ 

 

9/20 会場：グリンピア津南 

 1-1 長岡 JYFC（PK負け） 

9/21 会場：グリンピア津南 

 1-1 アルビ柏崎（PK負け） 

 2-0 エスプリ長岡 

 

 


