
 

 

 

順位 春日 SEIKEI 頸城 リベルタ 高志 高田 直江津 新井 勝点 得点 失点 得失点

1 春日SSS ○4-1 ○3-1 ○4-0 ○7-0 ○3-1 ○4-0 ○5-0 21 30 3 27

2 FC SEIKEI ×1-4 ○3-1 △1-1 ×1-3 ○1-0 ○4-2 ○5-2 13 16 13 3

3 FC 頸城 ×1-3 ×1-3 ○1-0 ○4-1 △0-0 △0-0 ○4-1 11 11 8 3

4 頸北FCリベルタ ×0-4 △1-1 ×0-1 ○2-0 ○4-0 ×1-2 ○3-0 10 11 8 3

5 FC高志 ×0-7 ○3-1 ×1-4 ×0-2 ×0-2 ○2-0 ○2-1 9 8 17 -9

6 高田SSS ×1-3 ×0-1 △0-0 ×0-4 ○2-0 ○3-0 ×0-2 7 6 10 -4

7 直江津SSS ×0-4 ×2-4 △0-0 ○2-1 ×0-2 ×0-3 △0-0 5 4 14 -10

8 FC新井Jr ×0-5 ×2-5 ×1-4 ×0-3 ×1-2 ○2-0 △0-0 4 6 19 -13
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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 

 

 

チャンピオンリーグ（後期）対戦表                    2018/9/2最終 

2018 年度 上越地区 U-12 サッカーリーグ  
春日サッカースポーツ少年団 優勝!! 

 
 

4 月から行われてきた上越地区リーグが終了
しました。春日 SSS が優勝し、10 月から始ま
る「全日本 U-12 サッカー選手権大会新潟県
大会」のシード権を獲得しました。6 年生チャ
レンジが新潟県大会優勝を目指し全力で戦っ
てきます。皆さん応援よろしくお願いします。 

ぼくが春日でサッカーを始めたの 

は4才のころでした。そのころは、 

多目的のグランドがとても大きく 

感じ、ドリブルで２周するだけで、 

とても苦しかったです。そして、雨

の日でどろんこになっても、暑い日でも、いっぱい転

び、いっぱい走りました。その多目的がなくなってし

まうのは、とても悲しいことです。だけど、多目的があ

ったから、たくさんのコーチや仲間に出会えました。

ぼくにとって多目的広場は思い出の場所です。 

 

春日山駅前多目的広場の思い出 

 

 

 

http://www.kasuga-soccer/


 

 

【5 年生チャレンジ】 

第１4 回 さくらチャレンジ  
スーパーサッカー大会 
6.9.10 新井総合運動公園 
予選リーグ C1 位 

2-0 CRANZAS 11-0 朝日 SS 
2-1 フォルツァ松本 
8-1 FC碓東 

決勝トーナメント 
2-0直江津  0-3 エヌスタイル 
3-1大久保 SSC 

春日 SSS3 位 

順位 FC五十嵐 上越春日FC アルティスタ エスプリ長岡 アルビ長岡
長岡

ビルボード
ROUSE新潟

柏崎

ユナイテッド
エポック横越

新潟

トレジャー
勝点 得点 失点 得失点

△1-1 ○4-0 ○3-1 ○2-1 ○2-1 ○4-1 ○3-1 ×1-2 ○3-1

○2-1 ○1-0 ○2-1 ●0-1

△1-1 ●0-1 ●1-3 ○2-1 ○4-1 ○6-1 ○2-0 ○2-0 ○3-0

●0-1 ○3-0 ●0-1 ○3-1

●0-4 ○1-0 ●0-2 ○2-1 ○4-1 ●2-3 ○3-0 ○3-0 ○3-1

○1-0 ●0-4 ●0-4 △2-2

●1-3 ○3-1 ○2-0 ●2-3 ○2-0 ○4-0 ●0-1 ○4-2 ●0-1

●1-2 ○4-0 ●1-2 △1-1

●1-2 ●1-2 ●1-2 ○3-2 ○2-0 ○5-0 ○1-0 △0-0 ○4-0

●0-3 ○4-0 ●0-2 ●0-2

●1-2 ●1-4 ●1-4 ●0-2 ●0-2 ○1-0 ●0-5 ○1-0 ●0-2

○1-0 ○2-1 ○2-0 ○2-0

●1-4 ●1-6 ○3-2 ●0-4 ●0-5 ●0-1 ○2-0 ●0-2 ○3-1

●0-1 ○2-0 △1-1 ○1-0

●1-3 ●0-2 ●0-3 ○1-0 ●0-1 ○5-0 ●0-2 ○1-0 ○3-1

●1-3 △2-2 △1-1 △0-0

○2-1 ●0-2 ●0-3 ●2-4 △0-0 ●0-1 ○2-0 ●0-1 △0-0

●1-2 △1-1 △0-0 △1-1

●1-3 ●0-3 ●1-3 ○1-0 ●0-4 ○2-0 ●1-3 ●1-3 △0-0

○1-0 ●0-2 ●0-1 △1-1
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☆☆☆試合結果（一部）☆☆☆ 

春日 SSS 
上越春日 FC 

春日サッカーを応援してくださっているお店です。

ぜひ、ご利用ください！！ 

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  

2018年度 高円宮杯新潟県Ｕ－１５サッカーリーグ表（途中結果） 2018/8/11現在 
 

現役選手、保護者、OBによるミニゲームを行います。
春日多目的広場でサッカーが出来る最後のチャンス
です。心行くまでサッカーを楽しみましょう！ 
また、17 時から第 2 部として「春日多目的広場さよな
らパーティー」をやすねにて催します。 
まだお席に余裕があります。皆様お誘い合わせの
上、是非ご参加ください。 
既に関係者の皆様にはご案内を封書にて郵送しまし
たが、届いていない方、ご不明な点がある方は、春日
サッカーコミュニティ HP「お問い合わせフォーム」より
お問い合わせください。 

 

【4 年生チャレンジ】 

新潟県キッズサッカー大会  

上越地区予選 
7/7.8 柿崎人工芝 G 
予選リーグ A1位 

11-0 頸城  19-0 妙高 
4-1 FORTEZZA 

決勝トーナメント 
5-0 高志 5-2 リベルタ 
3-0 三和 

春日 SSS 優勝 

【６年生チャレンジ】 

上越地区サッカー選手権 
5/6 柿崎人工芝 G  
予選リーグ 1位 

5-0 新井 1-0 FORTEZZA 
決勝トーナメント 

6-1 リベルタ 4-1 直江津 
6-1 FORTEZZA 

春日 SSS 優勝 

石川 Jr フェスティバル 
7/21.22 和倉温泉多目的 G 
予選グループ A２位 

1-7 FC SOLEO 
9-0 コリナス Jr 

２位リーグ ３位 
0-2 富山中央 FC 
1-3 ISS FC 

１１位決定戦 
3-0 上越国府プリマサーレ 

SUN ふらわぁ CUP 
8/18.19 早出川河川敷公園 
セカンドステージ 

2-0 豊浦 
2-1 草野綠松 
0-1 水原 

春日 SSS 準優勝 

 

サンチャンカップ 
7/28.29 新発田陸上競技場 
予選リーグ G ３位 

0-1 村上市 SS 
1-6 南浜ダッシャーズ 

順位戦 
4-1 シバタ SC 

５位トーナメント 
2-1 女池パイレーツ 
1-1 五十公野（PK3-2） 

グランセナ釜本カップ 
7/29 グランセナ 
予選リーグ C １位 

5-1 濁川サッカークラブ 
5-1 JFA トレセン新潟下越 
0-0 ESTRELLAS.FC 

１位リーグ ４位 
0-6 鶴岡 Jr.FC 
0-1 グランセナ新潟シェーナ 
1-6 スポルティフ秋田 

石川サッカーフェスティバル U13 
予選リーグ G ３位 

1-2 レイジェンド滋賀 FCレッド 
5-0 若鮎長良 FC  1-2 水橋 FC 

３位トーナメント 
4-2 高山 FC 
6-4 パテオ FC 
2-2 武生 FC（PK0-1） 
7-0 緑 FC  

NiFA U13 サッカーリーグ 
B リーグ ３位 
 10-1 柏崎ユナイテッド 2nd 

1-1 アルビレックス長岡 
5-1 長岡ビルボード 
1-2 グランセナ新潟 
12-0 くびき野 FC 
5-0 新潟ハマーレ FC 

 

3年生(U9) ＆ Spring Days合同チームが参戦   
 
U9 と保護者の合同チームが対象の「上越地区Ｕ－９サ
ッカーフェスティバル」が 9/2 、新井総合運動公園で
行われました。春日 SSS は 3 年生と春日ママさんチー
ムのSpring Daysの合同チームが参加しました。浦川原、 
新井、国府、 三和と対戦し、春日 SSS は 3 勝 1 敗。 
お天気にも恵まれて楽しい一日となりました。 
日頃は体育館でフットサルを楽しんでいる Spring Days
のメンバーも次の日のことを忘れ･･･。子どもたちとの
外サッカーを頑張って走り抜きました。 
 

 
9/22  12：30 FC 五十嵐     （会場：アルビレッジ） 
9/24  09：30 長岡エスプリ  （会場：柿崎人工芝 G） 
9/29  12：00 ROUSE 新潟 FC（会場：アルビレッジ） 

10/14  12：30 新潟トレジャー（会場：大原 G） 
10/21 12：30 エポック横越  （会場：刈羽ピア）  

 

  


