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土 日 土 日 土 日 土 日 土

予定 U12選手権１次 練習 練習 U12選手権2次 練習 NSCカップ NSCカップ 練習

時間 10：00～12：00 15：00～17：00 10：00～12：00 15：00～17：00

場所 中根小 中根小 交流戦 中根小 新治運動公園 新治運動公園 中根小

備考 U12選手権１次（予備） 13：00～17：00 U12選手権2次（予備）

予定 練習 U12選手権1次 練習 U12選手権2次 中根小 練習 練習 練習 U-12リーグ第6節

時間 14：00～16：00 14：00～16：00 U12選手権2次（予備） 9：00～11：00 14：00～16：00 9：00～11：00

場所 中根小 中根小 中根小 中根小 中根小

備考 U12選手権１次（予備） U12選手権2次（予備）

予定 TM 練習 練習 練習 TM TM 練習 U10リーグ戦第5節 練習

時間 9：00～15：00 8：00～10：00 13：00～15：00 8：00～10：00 9：00～15：00 9：00～15：00 13：00～15：00 13：00～15：00

場所 神栖多目的G 中根小 中根小 中根小 古河市内 水戸根本町G 中根小 中根小

備考 ICL予選 ICL予選 ICL予選

予定 TM 練習 練習 TM TM 練習 U10リーグ戦第5節 練習

時間 9：00～15：00 10：00～12：00 15：00～17：00 9：00～13：00 9：00～15：00 15：00～17：00 15：00～17：00

場所 神栖多目的G 中根小 中根小 牛久市内 水戸根本町G 中根小 中根小

備考 ICL予選 ICL予選

予定 練習 クーバーコーチング 練習 TM（ｶﾗｰｽﾞ） 練習 練習 練習 練習

時間 13：00～15：00 15：00～16：30 13：00～15：00 11:30～13：30 交流戦 8：00～10：00 13：00～15：00 8：00～10：00 13：00～15：00

場所 中根小 ジョガ 中根小 NBｱﾘｰﾅ 13：00～17：00 中根小 中根小 中根小 中根小

備考 中根小

予定 練習 クーバーサッカークリニック 練習 練習 練習 Doサッカークリニック 練習 練習

時間 13：00～15：00 13：00～14：30 13：00～15：00 8：00～10：00 8：00～10：00 13：00～15：00 8：00～10：00 13：00～15：00

場所 中根小 ジョガフットサルパークつくば 中根小 中根小 中根小 中根小 中根小 中根小

備考

予定 コーチ会議

場所 18:00

時間 のびのび館
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2020年9月の試合結果

学年 日付 曜日 試合名（チーム） 会場 試合結果 順位等

9/13 日 U12リーグ　第5節 女化グランド
中根FC×利根キッカーズ　1-1
中根FC×FC石岡　1-2
中根FC×牛久FC　5-0

１勝１敗
1分

9/13 日 U-12リーグ 第5節
霞ヶ浦総合公園内

お祭り広場
VS バルツォ 0-4●
VS ユナイテッド 9-2○

1勝1敗

9/21 月 エターナルCUP
タスパジャパン
ミートパーク

【予選リーグ】　　VS 小川JSC 3-0○
VS FCヴェレン大洗 2-0○　VS 玉里SSC 2-2△
　2勝1分

予選1位

9/22 火 エターナルCUP
タスパジャパン
ミートパーク

【順位リーグ 1位ブロック】
VS エターナルFC 0-2●　VS 延方SSS 1-1△
  1敗1分

第3位

9/20 日 ICL予選（第1・2節） 女化グランド ○3-0　ウィンズFC土浦　○7-1　中根SC 2勝

9/22
火・
祝

ICL予選（第3・4節） 女化グランド ●1-2　FC COLORZ　　　○3-1　八千代町SS 1勝1敗

9/26 土 ICL予選（第5・6節） 城里町うぐいすの里 ○3-1　中郷FC　　　○2-0　那珂FCジュニオール 2勝

9/20 日 ICL予選（第1・2節） 女化グランド ○4-2　ウィンズFC土浦　●1-7　中根FC 1勝1敗

9/26 土 ICL予選（第3・4節） 城里町うぐいすの里 ○3-1　中郷FC　　　●0-4　那珂FCジュニオール 1勝1敗

2020年10月の目標
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意識して逆足を使うようにしよう！常に相手がいる想定で練習をしよう！

U10茨城チャンピオンズリーグ（ICL）予選、U10リーグ戦と試合が続くけど、1試合1試合成長しよう。

3

4年生

6年生

5年生 試合中は、ボールを取られたら取り返す、先を読んだプレー、声出しを常に意識して取り組もう！

9/21 月 レプロカップU9 ゆったり館
○2-1　ｱﾝﾂｸｽｸｰﾙ選抜　●1-3　レプロSC
△1-1　FCリリー　予選2位通過
三位決定戦　○3-2　レジスタつくば

3位

1年生

2年生

3年生

FC7優勝に向けてしっかりと準備をして行こう！！

強いパスを意識したプレーをしよう！

試合に勝っても負けても今のベストを尽くし、自分自身のプレーに満足出来た！と言えるよう全力で頑張り、自信を持ったプレーヤーに成長していこう！



引き続き新団員の入団を受付しています。

コロナウィルス対策として
・体温管理表を使って毎日の体調変化を記録しましょう。
・練習が再開された時には、体調管理表を持ってきてコーチに提出してください。

１年 酒井　瞭太（さかい　りょうた）

無し

　○ 団員の持物管理について(氏名記入のお願い)
・持ち物に名前があればすぐ返却できます。必ずお名前をご記入ください。
・忘れ物は団の倉庫に保管してますので、心当たりがある人はコーチまで連絡してください。

   ○ 駐車場について
・土曜日は、児童クラブ開校のため、校舎と体育館の間は車両進入禁止になっています。注意してください。
＊駐車場は、グランド下の砂利、および体育館裏も使用可能です。　

　○ 自転車の施錠と駐輪について　　　　　　　　　　　
・自転車のカギのいたずらが多くなっています。必ずカギをかけて、カバンにしまうようにしましょう。

　 ・中根小で自転車の盗難にあわないよう、練習時も自転車に施錠しておくことをご指導願います。

　○ 体調管理について　　　　　　　　　　　
・外から帰ったら手洗いとうがいを忘れずに！
※　練習中に雨が降る場合があります。曇りでもタオルを持参するようお願いします。

　○ 団員家族スポーツ保険加入のご案内　　　　　　　　　
コーチ及び団員全員が加入しておりますスポーツ保険は、団員の家族も加入できます。
・保険内容⇒例）試合の応援でボールが当たりケガをした、応援に行った際の交通事故

　　　　　　　　　・掛け金　⇒年　８００円／1人（団員および団員家族の子供、団員家族の大人）

  ○学校敷地内における禁煙について
・学校敷地内は完全禁煙（駐車場に駐車中の車内を含む）です。
　これからもグランドの利用を続けていくためにも、ご協力お願いします。

★問い合わせは  コーチ会長　坂本(孝) (5学年）
または、 保険担当：成田（6学年）

連絡事項

新入団員

新コーチ

　　　　　　　　　　バスに同乗して応援に行った時の事故、送迎での事故、活動準備及び片付けでの事故等

・中央昇降口と西昇降口の間（1-3教室～1-6教室前）の道路に自転車を駐輪しても良い事になりました。
　駐輪する際はきちんと並べてとめる様にして下さい。鍵も忘れずに掛けるようにして下さい。
　また、活動中は全ての門を閉めますので、学校の出入りの際、門は必ず閉めるようにして下さい。
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