
 

 

8/13 １日目 
予選リーグ 

0-4 ガンバ大阪門真（関西１位） 
1-4 ジュビロ磐田掛川（東海４位） 

8/14 ２日目 
予選リーグ 

0-3 スマイスセレソン（九州４位） 
順位トーナメント 

4-2 岩田 FC（関西２位） 
8/15 ３日目 
順位トーナメント 

2-2 ハジャス FC（中国２位） 
（PK ３-４）  
1-5 SSS山口 FC（中国１位） 

8/16 ４日目 
２３位決定戦 

2-3 FC桑名（東海７位）   
 
上越春日フトボールクラブ 
３２チーム中２４位 
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ＮＰＯ法人 

春日サッカーコミュニティ 

通信 第 34号 

２０１５年１０月１日発行 

 

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 

 

上越春日フットボールクラブが、北信越ディベロップ大会（7/19）で優勝し、８月１３日から１６日

まで行われた、JCYインターシティーカップ（U-15）WESTに出場してきました。 

大阪府堺市「Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺」１４面のコートがある会場に、全国から３２チームが集まり、7０分ゲ

ームを 4 日間で７試合を行ってきました。 各地域の予選を勝ち抜いてきた強豪チームを相手

に、伸び伸びと全力で戦いました。普段とは違う環境でたくさんの事を学び、ひと回り大きく

なって帰ってきた選手たち。これからも更に頑張ります。応援よろしくお願いします！ 

  

上越春日フットボールクラブ 
2015JCYインターシティーカップ（U-15）WEST出場報告！ 

 

  

 
 

インターシティーカップを終えて   上越春日 FCキャプテン  大野 智哉 
 

僕たち上越春日FCは８月１３日から１６日に行われたインターシティカップWESTに参加させてい

ただきました。Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺での大会で、大阪府堺市に 14 面のコートがありサッカーの聖地と

もいえる素晴らしい環境でした。今回の大会はそれぞれの地域で予選を勝ち抜き集まった大会

でした。さすがにどのチームもそれぞれの特徴があり、強豪ぞろいでした。その中で、僕たち上越

春日フットボールクラブは 1勝6敗と大きく負け越してしまいました。でも実際に参加して学んだ事 

が沢山あります。その中でも特に自分達が今まで以上に目的意識をもって頑張らないと勝てないということがわか

ったことが一番大きいと思います。実際の試合での点数を見る限りでは、完敗しているように思えるのですが、実

力の差は紙一重なんだと思います。確かに、上手い選手もたくさんいました。でも、決して自分達のしたいプレー

ができなかった訳でも、すべてにおいて負けていたわけでもありません。ただ、細かいところでの精度を欠いたりし

てしまうところでの小さな差が、得点という大きな差に出てしまったのだと思います。だからこそ、もっと普段の練習

からお互いを高め合い、細かいところの精度を高め、自分達のしたいプレーがどんな相手でもできるようにしてい

きたいと思っています。この経験を財産に、下級生にも身を持って伝えて皆で全国でも通用するチームに成長して

いきたいと思っています。そして、今回学んだことを生かし、また北信越リーグでさらに上にいけるよう日々精進し

ていきます。 
                     

 

 

http://www.kasuga-soccer/


 

 

◇飛騨市長杯 

8/1・2 会場：飛騨古川 G 
1-3 船橋   1-1 久御山 
6-2 安城北部 
10-0 スクエア 
5-0 愛知 SS ホワイト 
9-0 久御山 

順位 春日SSS 直江津 SEIKEI Js'avanse 春日X FORTEZZA 糸魚川 リベリタ 三和 上越国府 FC新井 浦川原 FC高志 FC妙高 FC頸城 高田SSS 得点 総得点総失点得失点

1 春日SSS ●0-1 ○3-0 △0-0 △1-1 ○7-1 ○11-0 ○5-0 ○6-0 ○4-0 ○5-0 ○14-0 ○12-0 ○3-1 ○14-0 ○15-0 38 100 4 96

2 直江津SSS ○1-0 ○1-0 ○7-0 ●1-2 ●0-1 ○6-2 ●1-2 △0-0 ○3-0 ○3-0 ○11-0 ○12-1 ○9-0 ○5-0 ○6-0 34 66 8 58

3 FC.SEIKEI ●0-3 ●0-1 ○2-1 ○4-1 △1-1 △3-3 △1-1 ○2-0 ○4-2 ○3-2 ○5-0 ○6-0 ○6-0 ○10-0 ○10-0 33 57 15 42

4 J's　avanse △0-0 ●0-7 ●1-2 ●0-3 ○4-3 ○2-1 △2-2 ○1-0 ○2-0 ○6-2 ○2-0 ○7-0 ○2-0 ○5-0 ○10-0 32 44 21 23

5 春日エックス △1-1 ○2-1 ●1-4 ○3-0 ○2-1 ●1-3 △1-1 △2-2 ●0-1 ○5-0 ○7-0 ○11-1 ○8-0 ○10-1 ○8-0 30 62 16 46

6 FC.FORTEZZA ●1-7 ○1-0 △1-1 ●3-4 ●1-2 ○2-1 △0-0 ○1-0 ○5-0 ○3-0 △1-1 △2-2 ○2-0 ○3-2 ○10-0 28 36 20 16

7 糸魚川Jr ●0-11 ●2-6 △3-3 ●1-2 ○3-1 ●1-2 ○7-1 ○3-2 ○1-0 ○4-0 ○3-0 ●0-1 △1-1 ○6-0 ○7-0 26 42 30 12

8 頸北FCリベルタ ●0-5 ○2-1 △1-1 △2-2 △1-1 △0-0 ●1-7 ○4-2 ○5-0 ○5-1 ●0-2 ●0-4 ○2-0 ○4-3 ○10-0 25 37 29 8

9 三和SSC（吉川） ●0-6 △0-0 ●0-2 ●0-1 △2-2 ●0-1 ●2-3 ●2-4 ○5-2 △4-4 ○1-0 ○7-1 ○6-2 ○4-0 ○11-0 21 43 29 14

10 P上越国府 ●0-4 ●0-3 ●2-4 ●0-2 ○1-0 ●0-5 ●0-1 ●0-5 ●2-5 ●1-3 ○2-1 ○3-0 ○1-0 ○3-0 ○6-1 18 21 34 -13

11 FC新井Jr ●0-5 ●0-3 ●2-3 ●2-6 ●0-5 ●0-3 ●0-4 ●1-5 △4-4 ○3-1 ●0-2 ○10-0 ○1-0 ○6-0 ○10-0 16 39 41 -2

12 浦川原 ●0-14 ●0-11 ●0-5 ●0-2 ●0-7 △1-1 ●0-3 ○2-0 ●0-1 ●1-2 ○2-0 ●1-4 △1-1 ○1-0 ○4-0 14 13 51 -38

13 FC高志 ●0-12 ●1-12 ●0-6 ●1-7 ●1-11 △2-2 ○1-0 ○4-0 ●1-7 ●0-3 ●0-10 ○4-1 △1-1 ●0-1 ○5-0 14 21 73 -52

14 FC妙高Jr ●1-3 ●0-9 ●0-6 ●0-2 ●0-8 ●0-2 △1-1 ●0-2 ●2-6 ●0-1 ●0-1 △1-1 △1-1 △3-3 ○12-0 7 21 46 -25

15 FC頸城 ●0-14 ●0-5 ●0-10 ●0-5 ●1-10 ●2-3 ●0-6 ●3-4 ●0-4 ●0-3 ●0-6 ●0-1 ○1-0 △3-3 ○6-2 7 16 76 -60

16 高田SSS ●0-15 ●0-6 ●0-10 ●0-10 ●0-8 ●0-10 ●0-7 ●0-10 ●0-11 ●1-6 ●0-10 ●0-4 ●0-5 ●0-12 ●2-6 0 14 119 -105
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆☆☆試合結果（一部）☆☆☆ 
春日 SSS 

 

『リーグ戦を終えて』   
春日 SSSキャプテン  小出 真 

チームがすごく多かった中、一位をとれてすごく

うれしいです。これは支えてくれたコーチ、家族

のおかげです。県一位という目標に向かって練

習に励んできました。みんな、その練習に耐え、

あきらめずにやってきたから結果が出たのだと 

思います。キャプテンの仕事はとても難しいけど、県大会（全国少

年大会）も仲間と協力しながら、勝ち進んでいきたいです。 

 

 

◇北信越 CYデベロップ大会 

7/18・19 会場：大町市運動公園  
予選リーグ A １位 
 1-1 セブン 3-0 サーム 
決勝トーナメント 

5-3 N スタイル 
3-0 アルフレット安曇野 

上越春日 FC 優勝 
インターシティーカップ WEST 
出場決定！！ 

◇北信越リーグ U-15 

7/25 会場：長岡ニュータウン 
 1-2 SQUARE 富山 
9/13 会場：かきざき G 
 1-1 長岡 JYFC 
9/23 会場：長岡ニュータウン 
 2-2 アルビレックス新潟 
9/26 会場：長岡ニュータウン 
 1-1 AC 長野バルセイロ 

◇新潟県２部リーグ 

7/20 会場；刈羽ぴあパーク 
 0-0 プリマサーレ上越 
7/25 会場：吉田ふれあい G 
 1-2 エポック横越 

◇Nifa U-13 サッカーリーグ 

7/11 会場：小千谷千谷 G 
13-0 FC ヴァレミール 
4-2 鳥屋野中学校 

7/12 会場：小千谷千谷 G 
 9-1 FC 五十嵐  4-0 ライツ長岡 
7/18 会場：小千谷千谷 G 
 3-2 AFC94  8-0 LOCUS 新潟 
7/19 会場：小千谷千谷 G 
 0-2 Artista 
8/29 会場：刈羽ぴあパーク 
 4-1 長岡 JY  5-4 下越セレソン 
9/22 会場：刈羽ぴあパーク 

3-0 Artista  1-3 エスプリ 

◇NiCY 新人戦 U-14 

9/12 会場：刈羽ぴあパーク 
２次 L上位グループ D１位 
 3-0 エポック横越 
 2-0 アルビレックス長岡 
9/20 会場：刈羽ぴあパーク 
順位トーナメント 
 0-0 アルビレックス新潟（PK1-3） 
9/21 会場：アルビレッジ 
 1-2 アルティスタ 0-1 FC 五十嵐 

 

【６年生チャレンジ】 

◇柏崎アクアカップ U12 
7/11 会場：ぴあパーク「とうりんぼ」 
予選リーグ １位 
 2-2 三島 8-1 見附 3-1 直江津 
決勝戦 
 3-1 新通  

春日 SSS 優勝！！ 

◇射水招待サッカー大会 
8/15 会場：射水市歌の森運動公園 G 
8/16 会場：富山県立大学サッカーG 

1 次予選リーグ 1 位 
 5-0 NANTO 4-0 大島  
2 次予選 
 2-2 小杉 （PK2-0） 
決勝ト－ナメント 
 2-0 婦中 0-3 北陽  
3 位決定戦  
 0-0 敦賀（PK2-3） 

春日 SSS 4 位/24 チーム中 

◇ＳＵＮふらわぁＣＵＰ2015 
8/22・23 会場：五泉市早出川河川敷公園 
ファーストステージ 1 位 
 0-0 新津 1-0 竹尾   

3-2 草野緑松  
上位ト－ナメント 
 0-0 横越 （PK3-4） 
5・6 位決定戦 
 3-0 ステラ  

◇第 17 回 はまなすカップ 
8/29,30  会場：柿崎グランド 
予選リーグ 1 位 
 8-0 ヴィテス滑川  
 3-0 糸魚川  5-1 南万代  
決勝ト－ナメント 
 4-0 柏崎  
準決勝 
 1-1 がむしゃら（PK5-6） 
3 位決定戦 
 3-0 スペランザ 

春日 SSS 3 位/16 チーム中 
 

【５年生チャレンジ】 

◇千曲市体育協会長杯 U-11 
8/22・23 会場：千曲市人工芝 
予選リーグ B 2 位 
 1-2 FC ヴァリエ都留（山梨） 
 13-0 ANGELO（渋川） 2-1 千曲 FC 
決勝トーナメント 
 0-5 トラベッソ（山梨） 
 7-0 バンレオール岡部（静岡） 
 2-1 ライツ長岡 

春日 SSS 5 位/24 チーム中 

◇はねうまカップ 
7/18・19 会場：新井総合運動公園 
予選リーグ 

3-3 国府 2-0 糸魚川 
6-0 ジェミニー 

決勝リーグ 
 3-0 三和 0-1 西頸 
 1-1 JS'avanse（PK 負け） 

春日 SSS 4 位 

◇柏崎アクアカップ U11  
7/12 会場：刈羽ぴあパーク 
予選リーグ  
 0-0 見附 3-0 頸北リベルタ  
 5-0 柏崎 A  2-0 三島  
3 位決定戦 
 2-0 長岡ファンタジスタ 

春日 SSS３位 

【３年生】 

◇中野サマーフェスティバル U-9 
8/1 会場：中野市多目的サッカー場 
 7-0 浅川 0-4 中野 SSS  2-3 徳間 
 0-3 小諸 0-5 高崎中央 
9 位-10 位決定戦 
 0-2 グランサス黒部  春日 SSS 10 位 

【２年生】 

◇中野サマーフェスティバル U-8 
8/1 会場：中野市多目的サッカー場 
 2-1 中野 SS 4-0 浅川 0-2 グランザ黒部 
 0-4 鎌田 2-0 アンテローブ塩尻 
5 位－6 位決定戦 
 0-1 東北デルソーレ  春日 SSS 6 位 

 

上越春日 FC 

◇ひすいカップ 
9/12・13 会場:糸魚川市須沢多目的 G 
予選 C ブロック 3 位 
 0-3 高田 SSS 3-2 FC.FORTEZZA 
 0-5 エヌスタイル 
3 位リーグ 1 位 
 3-0 アルビ 0-0呉羽  3-0 リベルタ 

◇しんきんカップ新潟県大会 
9/22 会場：新潟スポーツ公園 
予選リーグ D 2 位 
 0-2 三条 SSS  3-2 FC 西川 
9/23 会場：新潟スポーツ公園 
フレンドリーリーグ 

1-2 エスプリ 0-3 五十嵐 SC 
7-0 荒川町 SS、 

 

【４年生チャレンジ】 

◇アラフェスタ U-10 
8/22・23 会場：白馬 
予選リーグ B 3 位 
 15-0 NPIC 1-3 CEDAC 
 1-3 ロンドリーナ B 
3 位リーグ 3 位 

3-2 Rabona 1-1梓川 A  2-5長岡 
2-0 杉本 STIRO 

◇しんきんカップ 
7/11・12 会場：かきざきＧ 
予選リーグ D 1 位 
 6-0 J's アバンセ 4-0 高田 SSS 
決勝リーグ D 1 位 
 1-0 リベルタ 5-0 三和 
決勝トーナメント 
 1-0 糸魚川 1-0 妙高 

春日 SSS 優勝 
県大会出場決定！ 

 

春日 SSS1位！！ 春日エックス 5位！ 
※春日SSSは 10/3から行われる全国少年サッカー大会のシ－

ド権を獲得し 3回戦から出場になります。 

 
 

 

2015 年度 こくみん共済リーグ 対戦結果一覧      ２０１５年９月１２日最終 

 


