
 

 

中学生の部 

【上越春日 FC】 
9/20 会場：ふれあい G 

3-0 FC 新井 Jｙ 
9/21 会場：かきざき G 

1-0 くびき野 FC WL 
10-9 会場：かきざき G 

1-0 Primasale 上越 JY 
10/13 会場：上越陸上競技場 

4-0 OFC ファンタジスタ 
 
【上越春日 FC B】 
9/26 会場：上越陸上競技場 

8-1 新井中学校 
10/8 会場：上越陸上競技場 

0-1 OFC ファンタジスタ 

１０月１２日（祝）、第３３回上越サッカー選手県大会の決勝戦が上越陸上競技場で行われまし

た。中学生の部は上越春日ＦＣが優勝し大会三連覇。新津カップ５年生大会上越地区予選を

兼ねた少年の部は春日ＳＳＳが優勝。ペラーダ春日が準優勝となりました。 

上越春日ＦＣはＯＦＣファンタジスタと戦い 4-0 の快勝。春日ＳＳＳは直江津ＳＳＳと準決勝で

2-1。ペラーダ春日はＦＣ妙高Ｊｒと準決勝で 2-1。共に１点差で勝ち上がり、決勝戦は初の同門

対戦となり、春日ＳＳＳが制しました。県大会出場枠が上位２チームとなっており、春日ＳＳＳ、

ペラータﾞ春日が共に県大会への切符を手にしました。 
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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 

 

第３３回上越サッカー選手権  

上越春日フットボールクラブ優勝  

春日ＳＳＳ優勝 ﾍﾟﾗｰﾀﾞ春日準優勝 

少年の部 

【春日 SSS】 
9/19・20 会場：かきざきＧ 
予選リーグ C 1 位 

1-0 糸魚川 JSC 11-0 FC 高志 
7-0 高田 SSS 

準決勝リーグ 1 位 
9-0 FORTEZZA  5-０ 浦川原 

10/12 会場：上越陸上競技場 
準決勝・決勝 

2-1 直江津 SSS 2-0 ﾍﾟﾗｰﾀﾞ春日 

一般の部 

【春日サッカー青年団】 
9/20 会場：上越陸上競技場 
0-3 キアーロ頸城ＦＣ 

 

上越選手権大会結果 

 

【中学生の部】 

【少年の部】 

【ﾍﾟﾗｰﾀﾞ春日】 
9/19・20 会場：かきざきＧ 
予選リーグ B 1 位 

10-0 Js’avanse  4-0 P・国府 
6-0 FC 頸城 

準決勝リーグ 1 位 
2-1 SEIKEI  6-0 FC 新井 Jr 

10/12 会場：上越陸上競技場 
準決勝・決勝 

2-1 FC 妙高 Jr 0-2 春日 SSS 

 

 

 

春日ＳＳＳ ５年生キャプテン                   
小日向 風磨 

予選１試合目の糸魚川戦では、な

かなか 1 点が取れず苦労しまし
た。準決勝の直江津戦では２点リ 

ードしていましたが、１点返され危ない場面が多く

ありました。辛い試合が多い中、みんなで声を出し

てはげましあい、仲間を信じることで頑張れまし

た。けが人が多く、状態が良くない中での優勝は、

特に嬉しかったです。県大会では、残念な結果に

なりましたが 一人一人の力はついていると思う

ので、これからももっと頑張ります。応援ありがとう

ございました。これからもよろしくお願いします。 

 

http://www.kasuga-soccer/


 

 

【4 年生チャレンジ】 
◇希望かがやきカップ 
10/4 長岡ニュータウン 
予選グループ 1 位 
 6-0 富曽亀 B 
 5-2 越路 2-0 寺泊 
決勝トーナメント 
 0-2 上川西 0-2 三条 SSS 

春日 SSS 4 位 

◇北信越チャレンジ 
10/24・25 千曲川リバーフロント 

0-4 昭和 FC 
4-1 アバンツァーレ 
11-0 フェローズ 
2-2 デルソーレ 
4-1 裾花 3-2 東川口 

春日 SSS 15 位 

春日 SSS 

【6 年生チャレンジ】 

◇全日本少年サッカー 
  新潟県大会 

〈春日 SSS〉 
10/17・18 新井総合運動公園 

1-0 長岡ビルボード 
9-0 J’savance 

11/1 長岡ニュータウン 
2-3 パストゥ－ディオ 

春日 SSS県ベスト１６ 
〈春日 X〉 
10/4 新井総合運動公園 

3-0 三条 SSS 
2-0 FORTEZZA 

10/18 新井総合運動公園 
1-4 トレジャー  

◇越後 ER 大小治杯 
10/25 早出河川敷公園 G 

1-1 豊浦（PK3-2） 
0-0 希望ヶ丘（PK3-2） 
0-1 巻 

春日 SSS ３位 

 

上越春日 FC 
◇ＮｉＦＡ Ｕ１３サッカー 

 順位リーグ A1 ３位 
8/29 刈羽ぴあパーク 
 5-4 下越セレソン 
 4-1 長岡 JYFC 
9/22 塩沢大原運動公園 
 1-3 エスプリ長岡 
 3-0 Artista 
10/24 セルビア 
 6-2 EPOCH 横越 
 6-4 新潟アカデミー 

 

 

 

アルビレックス

新潟Ｕ15
長岡ＪＹＦＣ カターレ富山

ＡＣ長野
バルセイロ

ＦＣひがしＪＹ
ＦＣ.ＡＳＡ
ＦＵＴＵＲＯ

上越春日ＦＣ
ＳＱＵＡＲＥ
富山ＦＣ

ツェーゲン
金沢津幡

坂井

フェニックス

丸岡ＪＹ

勝点 得点 失点 得失点順位

△0-0 △0-0 ○3-1 ○9-1 ○4-1 ○4-0 ○2-0 ○11-0 ○6-0
●3-4 △2-2 ○4-2 ○5-2 ○8-0 △2-2 ○7-0 ○4-0 ○14-0

△0-0 △1-1 ●2-3 ○2-0 △3-3 ○7-0 ○9-1 △0-0 ○10-0
○4-3 ○1-0 △2-2 ○5-3 ○4-2 △1-1 ○3-0 ○6-1 ○2-1
△0-0 △1-1 △3-3 ○4-0 ●1-2 ○4-0 ○4-0 ○4-0 ○9-0
△2-2 ●0-1 ○1-0 △1-1 ○1-0 ○4-0 ○5-2 ○2-0 ○6-0
●1-3 ○3-2 △3-3 ●1-5 ○1-0 ○3-0 ○2-0 ○1-0 ○4-0
●2-4 △2-2 ●0-1 ○1-0 ○5-3 △1-1 ○9-0 △2-2 ○8-0
●1-9 ●0-2 ●0-4 ○5-1 ○6-2 ○3-0 ○7-0 ●4-5 ○4-0
●2-5 ●3-5 △1-1 ●0-1 ○3-1 ●0-4 ●4-8 ○3-1 ○4-1
●1-4 △3-3 ○2-1 ●0-1 ●2-6 △1-1 ○3-0 ○4-1 ○3-2
●0-8 ●2-4 ●0-1 ●3-5 ●1-3 ●3-5 ○2-0 ○2-1 ○7-2
●0-4 ●0-7 ●0-4 ●0-3 ●0-3 △1-1 ●0-2 ○2-1 ○1-0
△2-2 △1-1 ●0-4 △1-1 ○4-0 ○5-3 ●1-2 ○2-1 ○1-0
●0-2 ●1-9 ●0-4 ●0-2 ●0-7 ●0-3 ○2-0 ○4-0 ○4-0
●0-7 ●0-3 ●2-5 ●0-9 ○8-4 ●0-2 ○2-1 ○2-1 ●2-3
●0-11 △0-0 ●0-4 ●0-1 ○5-4 ●1-4 ●1-2 ●0-4 ○4-0
●0-4 ●1-6 ●0-2 △2-2 ●1-3 ●1-2 ●1-2 ●1-2 ○5-2
●0-6 ●1-10 ●0-9 ●0-4 ●1-4 ●2-3 ●0-1 ●0-4 ●0-4
●0-14 ●0-2 ●0-6 ●0-8 ●1-4 ●2-7 ●0-1 ○3-2 ●2-5
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シザーハンズ✄ 

０２５-５２６-８９９９ 
モスバーガー 
高田店    ０２５-５２１-５２８２ 
直江津店  ０２５-５４４-６７６７ 

 

【5 年生チャレンジ】 
◇ユートピアくびきカップ 
10/10 ふれあい G 
予選グループＣ １位 
 4-0 Ｐ国府 12-1 ＦＣ新井Ｊｒ 
決勝リーグ 
 8-0 ＳＥＩＫＥＩ 
 5-0 頸北ＦＣリベルタ 

春日 SSS 優勝！！ 
 
◇新津カップ県大会 
10/24・25 新津金屋運動広場 
阿賀野川水辺プラザ 

〈春日ＳＳＳ〉  
予選リーグＥ ３位 
 3-1 竹尾ウイングス 
 1-1 エスプリ長岡ＦＣ 
 1-2 clubF3 

〈ペラーダ春日〉 
予選リーグＣ １位 
 3-1 ジェス新潟東 2-1 ＫＦ3 
 6-2 レオネス長岡 JrFC 
決勝トーナメント 
 0-5 アルビレックス新潟 

ペラーダ春日 

【3 年生】 
◇新潟日報杯 
10/5 今泉スポ－ツ広場 
予選イーグ B ２位 
 3-0 J ドリーム三条 
 1-1 糸魚川 JSC 
 9-0 J's NE 
妙高トーナメント ４位 
 0-6 J's avance 
 2-5 FC SEIKEI 

◇元気カップ 
10/11 長野市営犀川第緑地 
予選グループ B 1 位 
 3-2 篠ノ井 JSC 
 3-0 小布施 SSS 
決勝トーナメント 
 1-4 アルフレット安曇野 
 0-4 長野 SSC イエロー 
 4-2 長野 SSC ブルー 

春日 SSS７位 

◇デンカビックスワン 

サッカーフェスティバル 
10/18 デンカビックスワン 
 3-4 FORTEZZA 
 1-1 THORI（富山） 
 6-0 リベルタ 

【2 年生】 
◇スポ－ツデポ杯  
10/4 今泉スポ－ツ広場 
予選リーグＢ ２位 
 4-1 柏崎ＦＣ 2-2 ＦＣ妙高 
 0-2 直江津 SSS 
妙高トーナメント ２位 
 1-1 FC RICE （PK3-1）  
 1-4 エスプリ長岡 

  

高円宮杯 第 7回北信越ユース（Ｕ15）サッカーリーグ 2015 対戦結果表  ２０１５年１１月月１日最終 

11/7 新潟県１部リーグ１位のグランセナ新潟と北信越リーグ残留を掛けた入替え戦が行われました。 
結果 0-3 で、来年度は新潟県１部リーグで戦うことになりました。 
たくさんの温かい応援をいただき、ありがとうございました。来年も頑張ります。 

春日サッカー青年団 

◇新井有線放送杯 
予選グループＣ ２位 
 0-0 FC フォルテ 
 6-0 SO 上越妙高 
 1-1 FC しょんだに UTD 
決勝トーナメント 
 2-0 シャルナーク 
 1-0 炎のチャレンジャー 
 0-0 FC フォルテ（PK2-1） 

春日青年団優勝 

 

 

  ペラーダ春日 ５年生キャップテン 宮﨑 陽佑 
新津カップでは、ぼくたちは春日ＳＳＳとペラーダ
春日の 2チームで戦いました。予選までで大変だ
ったことは、ケガをしている選手がいっぱい出て
きてピンチだったことです。だけど、みんなで力を
合わせて準優勝できたので良かったです。 

県大会では、予選リーグを１位とっぱして決勝トーナメントにすす
みました。ぼくはいきなりアルビレックスと戦うくじを引きました。ア
ルビレックスは強いチームだったけれど、勝てそうな気がしまし
た。今回は負けてしまったけれど、次は勝てるように、みんなでが
んばりたいです。 

 

 

   上越春日フットボールクラブ キャプテン 横尾 要 
 
僕は春日で過ごした三年間で、サッカー選手として、そして人として成長することができました。 
一年生の頃は毎日毎日走ってばかりでとても辛かったです。ですが、今では辛かったことが良 
い思い出です。二年生の頃は一部リーグでプレーをし、リーグ優勝という最高の経験を先輩た 
ちにさせてもらいました。そして今年は北信越リーグという最高の舞台に挑戦しました。序盤で 
は春日らしい戦い方ができず、苦戦しました。だけどその後は全員が気持ちを全面に出して戦

い、勝ち点をもぎ取ることができました。唯一の心残りは、来年に北信越リーグを残すことができなかったことで
す。これだけ自分を成長させてくれたのは、いつも厳しく指導してくださった監督、コーチのみなさん、送迎や応
援で僕たちを支えてくれた保護者のみなさん、そして春日の仲間たち、全ての人のおかげです。三年間本当に
ありがとうございました。 

 

 

北信越Ｕ15 リーグ残留ならず 

 


