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2017 年フォルテ野田ＳＣ４学年合宿 報告書 

 

大  会  2017Jr.FESTA SUMMER in ひたちなか 

主  催  スポーツマネージメント(株) http:/www.spo-mane.co.jp 

期  間  平成２９年８月１８日（金）～２０日（日） ２泊３日 

試合会場  茨城県ひたちなか新光町グラウンド 

宿  泊  ４・３年 

    宿 泊  米屋旅館(こめや) 

所在地  茨城県ひたちなか市阿字ヶ浦町 162 

       電 話  029-265-8104 

      ５年 旅館 周三 阿字ヶ浦町 185-14 TEL 265-8390 

費  用  選 手 19,000 円 

(2 泊 6 食) 指導者・保護者 18,000 円 

      チーム 10,000 円 

帯 同 者  

５年  オレンジ 槇山監督 梅澤コーチ 関谷コーチ 

    ホワイト 谷津監督 吉原副代表 小川コーチ 

４年       井上監督 国生ヘッドコーチ 小林コーチ 清水コーチ 

３年  オレンジ 近内監督 飯塚コーチ 

    ホワイト  染谷助監督 小西監督 

 

 小林コーチが考えた「チームメンバーとの団体生活を通じて様々な経験と仲間

を助け合う団結力を養う。」をテーマに合宿が始まった。 

 天然芝 11 面を使った３～６年生までの大規模な大会である。最終的な宿舎・

試合の決定は８月４日でそこからしおりの作成、宿舎との連絡が課題。 

 試合時間は３年は 30 分、４年以上は 40 分で 1・2 日目は２試合、３日目は１

試合が確保されている。1・2 日目はＴＭも可能で各日 1 試合行った。ただし最

終の試合になると 18 時頃になりその後の日程がタイトになる。試合会場～宿舎

(2.8km)の送迎については希望の時間どおりにはならないため自前のマイクロ

バスの手配が必要。４年は人数が少ないのが功を奏して保護者の車での送迎で

予定通りに行動できた。感謝。 

 ＴＭをしないとかなり時間が余る。アップ・練習のスペースが少ない。空いて

いるコートで練習をすることも少しはできる。 

 フォルテでまとまってベースキャンプが設置できたので日帰り・兄弟参加の

保護者にとってもよかったと思う。 

 ２日目は 17 時頃から雷鳴が聞こえ降雨で以降のＴＭがキャンセルになった。

宿舎に到着後には落雷、豪雨になりタープ２張全半壊になった。それでも片品よ

り天候は安定している。 
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 4・3 年の宿舎の米屋旅館は建物も新しく、食事は帯同者と選手も同じで合宿

のお子様定食でなく普通の海辺の旅館の食事のため完食できる選手は数人で、

かなりのボリュームであった。このためいつもの合宿では完食を要求したいが

米屋旅館では無理。ロケーションは阿字ヶ浦海岸まで徒歩３分、阿字ヶ浦駅まで

徒歩７分で鉄道での往復も可能である。試合会場までは車で 10 分弱。全館貸し

切りで対応してくれて最終日は全学年が海水浴？を行いその後入浴してから帰

路についた。那珂湊漁港の観光を思いのほか選手たちは楽しんでいた様子で半

数近くがお土産の発砲スチロール抱えていた。 

 

 ６年合宿で行ったアイスバスを国生ヘッドコーチの準備・指示のもと行った

が１日目は泣きながら行っていた選手もいたが３日目には少しは慣れた様子だ

った。当初用意した子供用プールではできなかったためふくらはぎから下のみ

で行った。比較対照がないため効果はわからないが、今後も理学療養士などの保

護者・コーチの意見を聞いて行いたい。 

 また、すいか割も行いＳコーチがスイカの横に寝て、すいか割かコーチ叩きか

わからなくなったが横で試合をしているチームには申し訳ないが、自信をもっ

て選手・保護者が一番楽しんでいるチームだったと思う。Ｓコーチの海にスイカ

割にと自らを犠牲にしたお陰で ON・OFF の切り替えができたと思う。 

 

 ミーティングについては新たな試みとして、1 日目は合宿全体のコーチミーテ

ィングでも見ていただいたが、清水コーチによる「声を出す」をテーマにしたパ

ワーポイントでの講義は選手の写真、特徴を取り入れ、語りも選手に合わせてわ

かり易く集中して聞くことができた。他学年のコーチからも高い評価を得て、今

後も期待したい。オフサイド編の要望も出ていた。 

 あと、４年の合宿のテーマである「仲間を助け合う団結力を養う。」に関して

チームビルディングを行った。ルールはフラフープを全員の指 1 本で下から胸の

高さまで指が離れないよう上げる。これは全員が一つの気持ちにして他の人を思

いやる気持ちがないとできないトレーニング。最初は犯人探しをするが途中から

どうしたら出来るかを考えている選手もでてくる。30 分以上かけてもできないで

終わった。立ったり座ったりを繰り返し筋力トレーニングにはなったようだ。 

２日目は時間前集合したのでフラフープに挑戦して昨日より惜しいところま

でできたが時間切れで終了。次に国生ヘッドコーチによる４年の試合に参加した

３年生を交えて１日目と２日目の３位までのＭＶＰ？の発表を行いおおいに盛

り上がった。市役所で合宿ＭＶＰがあることを伝えた。 

次はサッカーで大切な周辺視野の確保を目的とした眼球トレーニングを行っ

た。並んでいるランダムに並んだ 1～25 までの数字を数えタイムを争った。26 秒

～１分越えまで様々なタイムが出て参考になった。これは集中力も必要になる。 

国生コーチ・小林コーチもネタを仕込んできたと思うができなくてすみません

でした。次回お願いします。保護者と合同の反省会でも行ったフラフープは似た

ような状況だったが 25 マスの数字についてはコーチで最高 24 秒だったが３年保
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護者が 19 秒の脅威のタイムをたたき出した。恐るべし。ドーピング(アルコール)

の影響？(逆効果)も考えられるが素晴らしい結果だった。 

 

大会は審判をしなくてよい関係か引率者 1 名のクラブチームが多数参加して

おりレベルが高い大会だと思う。この中４年はいつもの７名と日替わりの３年

生の力を借りて試合に挑んだ。怪我のため参加も危ぶまれたピッチのどこにで

も顔を出す神出鬼没の選手は３週間ぶりのサッカーのためすぐに股関節痛にな

り本人は悔しかったと思う。本来の力を発揮できないが逆に「選手同士で助け合

う」という合宿の課題をすることができた。 

結果は公式戦で１勝４敗。１日目は３チームの予選リーグ戦、初戦は優勝した

チームに 0-14 という 20 期生として最多失点の試合だった。2 試合目もＢリーグ

戦で１位になったクラブチームに 0-3 で敗戦して最下位になり、Ｃリーグ戦(13

～18 位)で戦うことになった。Ｃリーグは 3 戦行い順位を決める。千葉県のチー

ムとは当たらない配慮をしてくれる。２日目もクラブチームに 0-6、0-6 と２敗

した。３日目の最後の試合はフォルテと同じ全敗の少年団チームと対戦してや

っと 8-0 で１勝することができた。最終成績は 17 位/18 チーム。ただ成績とは

別に真摯に取り組んだ選手にとっては試合結果には関係なく有意義な試合にな

ったと思う。ＴＭは１勝１敗だった。他の６年生チームのアップでの男女関係な

く真剣な１対１のボールの奪い合いを見て少し考えるところがあったようだ。 

 

 生活面では 20期生は３年の時に人数が多くなってから実施する予定でいたが

実現できなかったので初めての合宿になったが３年生と一緒のため上級生のプ

ライドがあったのか大きな問題行動はなかった。ただ初日は緊張のためか気分

の悪い選手１名と初めての親のいないお泊りで数人が眠るのに苦労していた。

２日目は疲れにより早寝ができ睡眠時間は充分とれた。 

 

市役所でいよいよ発表、合宿全体のＭＶＰは全員にというわけにもいかず、今

までは局面の場面を避けてしまっていたがこの合宿でセンターバックとして信

頼できるまでに成長した選手が選ばれた。 

反省として合宿の直前の土日がオフのためか全学年ベストコンディションと

いうわけにはいかなかった。日程の変更を考える必要がある。 

 

最後に合宿のためにご尽力を頂いた３～５年の役員・保護者・コーチ、対戦相

手の選手・コーチ、おいしいごはんと素晴らしい環境を提供していただいた米屋

旅館様、大会を運営のスポーツマネジメント(株)様、安全運行と那珂湊漁港での

帯同車の駐車場まで速やかに手配していただいた(有)松伸野田観光バス様に感

謝します。 

ありがとうございました。 

 

P.S 順番とか考えずにただ思いつくまま書きました。読みづらくてすみません 
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日  程 

月 日 時刻 行  動 場  所 注  意 

18 日(金) 7:15 集合 野田市役所  

 7:35 出発  マイクロバス 2 台 

 8:35 友部 SA   

 9:30 試合会場到着   

 11:00 試合 I 面 vs ﾋﾞｰﾄﾙｲﾚﾌﾞﾝ 0-14 

 12:00 昼食  持参 

 12:50 試合 I 面 vs ﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｿ 0-3 

     

 16:25 ＴＭ I 面 vs 高州ｲｴﾛｰ 5-3 

 17:30 試合会場出発   

 17:40 宿舎到着   

  入浴/洗濯   

 18:20 夕食   

 19:30 ミーティング   

  就寝   

19 日(土) 6:00 起床 散歩  

 6:30 朝食  飲物補給 

 7:45 宿舎出発   

 8:00 試合会場到着   

 9:00 試合 K 面 vsRio 0-6 

 11:45 試合 K 面 vsSCUDETTO 0-6 

 12:00 昼食  弁当 

 16:25 ＴＭ J 面 vs 長生ﾏﾘﾝ 1-3 

  試合会場出発   

 17:30 宿舎到着   

  入浴/洗濯   

 18:15 夕食   

 19:15 ミーティング   

  就寝   

20 日（日） 6:00 起床 散歩  

 6:40 朝食  荷物整理/飲物補給 

 7:45 宿舎出発   

 7:55 試合会場到着   

 9:55 試合 K 面 vs 佐野 SSS 8-0 

 11:00 昼食  弁当 

  アイスバス   
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 12:45 試合会場出発   

 12:00 宿舎到着   

  海水浴/入浴   

 14:15 宿舎出発  松伸バス・ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ 

 14:30 那珂湊漁港到着   

 15:30 那珂湊漁港出発   

 16:10 友部 SA 到着   

 16:35 友部 SA 出発   

 17:15 到着 野田市役所  

 


