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４月８日に今年度の田原ＦＣのキックオフを開催しました。今年度の各学年の指導体制は次のとおりです。 

ジュニア代表、Jr．ユース代表：山本 好夫、指導部長：村上 学、技術アドバイザー：前田 健一 

Jr.ユースヘッドコーチ：高橋 暢弘、Jr.ユースコーチ：金野 孝則、Jr.ユースコーチ：高田 恭秀 

６年ヘッドコーチ（天竜東技術委員会）：岩崎 昌彦、６年コーチ：高橋 利典 

５年ヘッドコーチ：山下 祐一、５年コーチ：坂本 章、５年コーチ：村木 俊文 

４年ヘッドコーチ：山本 好夫、４年コーチ：高橋 秀典、４年コーチ：高橋 暢弘 

２・３年ヘッドコーチ：山下 正幸、２・３年コーチ：本橋 正孝、２・３年コーチ：大箸 孝晴、２・３年コーチ：伊藤 暁香 

１年ヘッドコーチ：藤田 裕美子、１年コーチ：蓮池 紳吾、アシスタント：高田 一良、アシスタント：山下 新一 

ご協力お願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６年生：平成２６年度第３８回全日本少年サッカー大会平成２６年度第３８回全日本少年サッカー大会平成２６年度第３８回全日本少年サッカー大会平成２６年度第３８回全日本少年サッカー大会    天竜東地区予選天竜東地区予選天竜東地区予選天竜東地区予選 

【２回戦】     【３回戦】 

４月１１日（土） in袋井親水公園G  ４月２６日（土） in菊川運動公園人工芝G 

田原FC ０－０（PK３－２）  磐田豊岡JFC 田原FC ７－１ 菊川 

田原FC ３－２ 竜洋アズール 

【準決勝】      

４月２７日（日）    【３位決定戦】 

田原FC ０－１ 白羽   田原FC 8－3 浜岡黒潮 

５年生：平成２６年度磐田南ライオンズクラブ杯平成２６年度磐田南ライオンズクラブ杯平成２６年度磐田南ライオンズクラブ杯平成２６年度磐田南ライオンズクラブ杯    UUUU----11111111サッカー大会サッカー大会サッカー大会サッカー大会     

（予選リーグ）    （上位トーナメント）    

５月３１日（土）  in稗原G   ６月１日（日）   in稗原G 

田原FC １－５ ジュビロ磐田   田原FC ４－０ テンマレッド    

田原FC ４－２ 磐北ホワイト   田原FC １－１ 竜洋    

田原FC ３－１ SAKA  

 

 

 

４年生：    こくみん共済こくみん共済こくみん共済こくみん共済    UUUU----10101010リーグ戦リーグ戦リーグ戦リーグ戦途中経過途中経過途中経過途中経過      

４月２７日（日）  in 稗原 G ５月１１日（日） in はまぼう G ６月８日（日）  in はまぼう G  

田原FC  ７－１ 青城 田原FC  ４－３ 磐田南 田原FC  ８－１ 福田 

田原FC １１－１ 豊田南 田原FC  １－１ バディ 田原FC  ０－４ 竜洋 

７月２０日（日） in 磐田南公民館 G 

田原 FC  ３－１ 磐田北 FC 

田原 FC  ４－３ 向陽 FC 

第第第第9999回回回回UUUU----10101010    トダットダットダットダックス杯クス杯クス杯クス杯     

【予選リーグ】 

６月１５日（日） in田原地区G  ６月２８日（土） in東遠衛生センターG 

田原アグレイ ４－０ 森FC  田原アグレイ ６－０ 竜洋ブランコ 

田原アグレイ ２－０ アレグリア 田原アグレイ ４－２ ASKA APEX 

【決勝トーナメント】 

７月１２日（土） in菊川運動公園 ７月１３日（日） in菊川運動公園 

田原アグレイ ３－０ テンマブルズ 準決勝：田原アグレイ ０－１ テンマレッズ 

田原アグレイ ６－１ 青城  ３位決定戦：田原アグレイ １－１ PK３－２ 竜洋 

第９回ト第９回ト第９回ト第９回トダックス杯サッダックス杯サッダックス杯サッダックス杯サッカー大会カー大会カー大会カー大会において第３位となりにおいて第３位となりにおいて第３位となりにおいて第３位となり、、、、１１月に行われる１１月に行われる１１月に行われる１１月に行われる「しんきんカップ」「しんきんカップ」「しんきんカップ」「しんきんカップ」への出場権を獲得しました！への出場権を獲得しました！への出場権を獲得しました！への出場権を獲得しました！    

中野サマーフェスティバル中野サマーフェスティバル中野サマーフェスティバル中野サマーフェスティバル 第３位第３位第３位第３位 

８月２日（日） in長野県中野市多目的サッカー場 

◆Aチーム◆   ◆Bチーム◆ 

田原FC ８－０ 浅川  田原FC ０－０ 東北デルソーレ 

田原FC ２－０ 春日SSS  田原FC ０－２ アルフット安曇野 

田原FC １－０ 高崎KⅡ 田原FC ０－３ 高崎中央 

田原FC ０－２ インテル前橋 田原FC ０－１ 礁東FC 

田原FC ０－０ 中野SSS 田原FC ０－２ 小布施 

田原FC ２－０ 高崎中央   田原FC ０－０（PK２－１）浅川 

 

２・３年生：  第１９回浜北キッカーズチャイルドカップ第１９回浜北キッカーズチャイルドカップ第１９回浜北キッカーズチャイルドカップ第１９回浜北キッカーズチャイルドカップ     

７月２０日（日） in浜松市立内野小学校G 

田原FC ５－０ Ryuchi 

田原FC ０－２ 新居 

田原FC PK２－１ 初倉 ※雷により、PK戦のみ行いました。 

田原田原田原田原FCFCFCFC創立４０周年記念（創立４０周年記念（創立４０周年記念（創立４０周年記念（UUUU----9999）サッカー大会）サッカー大会）サッカー大会）サッカー大会 

６月２８日（土） in稗原G 

【予選リーグ】 

田原FC ２－１ 森 

田原FC ０－２ 福田 

【２位トーナメント】 

田原FC ２－１ 袋井西 

１年生： 

週３回（木・金・土）活動中です。 

クラブ会員募集中です 

 

田原田原田原田原 FCFCFCFC 創立４０創立４０創立４０創立４０周年記念周年記念周年記念周年記念     

第第第第 10101010 回田原ミニサッカー大会回田原ミニサッカー大会回田原ミニサッカー大会回田原ミニサッカー大会    

開催日】開催日】開催日】開催日】9999 月月月月 28282828 日（日）【会場】日（日）【会場】日（日）【会場】日（日）【会場】        ゆめりあサッカー場ゆめりあサッカー場ゆめりあサッカー場ゆめりあサッカー場 

田原カップ２４チーム田原カップ２４チーム田原カップ２４チーム田原カップ２４チーム    エンジョイサッカー１２チーム募集エンジョイサッカー１２チーム募集エンジョイサッカー１２チーム募集エンジョイサッカー１２チーム募集 

大会要項については大会要項については大会要項については大会要項についてはホームペーホームペーホームペーホームページで公開ジで公開ジで公開ジで公開    

問い合わせはスポーツクラブたはら☎問い合わせはスポーツクラブたはら☎問い合わせはスポーツクラブたはら☎問い合わせはスポーツクラブたはら☎0538053805380538----33333333----9140914091409140 までまでまでまで    

ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人    

４年生４年生４年生４年生    ４年生４年生４年生４年生    

田原田原田原田原 FCFCFCFC 創立４０周年記念（創立４０周年記念（創立４０周年記念（創立４０周年記念（UUUU----9999）サッカー大会）サッカー大会）サッカー大会）サッカー大会 
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６月８日（日）午前に田原地区親睦ソフトバレーボール大会、午後に田原地区親睦ソフトボール大会が行われました。ソフ

トボールには全自治会から８チームの参加がありジュニアからシニアまで広い世代の交流が繰り広げられました。 

【ソフトバレーボール】                【ソフトボール】 

優 勝：三ヶ野Aチーム              優 勝：三ヶ野Aチーム 

第２位：明ヶ島Bチーム                第２位：明ヶ島Aチーム 

第３位：明団チーム・三ヶ野Bチーム       第３位：西島チーム・東部台チーム 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊インディアカの部＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

東部ブロック親睦インディアカ大会

は７月６日（日）西貝体育館で開催

されました。田原地区からは明団

チームと明ヶ島チームが代表で参

加しました。決戦は昨年と同じく明

団チームと御厨チームとの対戦と

なり、フルセットにもつれ込む戦い

の結果、明団チームが接戦を制

し、昨年の屈辱を果たしました。

尚、明ヶ島チームも４位と健闘しま

した。 

＊＊＊＊＊＊ソフトバレーボール・ソフトボールの部＊＊＊＊＊＊＊ 

東部ブロック親睦ソフトバレー/ソフトボール大会は８月３日（日）神明中学にて開催されました。ソフトバレーには三ヶ野チ

ームと明ヶ島チームが参加、ソフトボールには三ヶ野チームと明ヶ島チームが参加しました。結果は下記のとおりソフトバ

レーで三ヶ野チームが見事優勝しました。選手、役員の皆様お疲れ様でした。 

（バレーボール大会結果） 

優 勝：三ヶ野      

第２位：マダムなでしこ    第３位：明ヶ島                         （ソフトボール大会結果） 

優 勝：東新町 

第２位：城之崎 

第３位：明ヶ島   

第4位三ヶ野チーム 

 

 

 

    

 

 

[[[[企業・団体企業・団体企業・団体企業・団体]]]]【順不同・敬称略】  

㈱ケーユーモータース. ・㈲大沖製作所・磐田シニア 

[[[[個人個人個人個人]]]]    【順不同・敬称略】 

＜三ヶ野＞ ＜明ヶ島＞ ＜西島＞      ＜地区外＞  

石川憲男 小出 武 高尾直利 石川安彦  高田恭秀 大手祐樹 

坂部哲之 村松當江 池田義孝 石川アキ子  山下祐一 小畑卓也 

長尾 円 高尾 誠 永田佳寛 熊野郁子  安井孝浩 菊池幸三 

佐藤伸行 大箸孝晴 木原広志 鈴木栄一  鈴木克始 舩越勝広 

柴田雅弘 中村智枝 次籐恵子 鈴木つたゑ  久野京一 時藤満徳 

岸野了憲 小橋俊之 北村佐久 山下幸司  名倉 弘 河合 隆 

石田敬一郎 野渡 昇 谷口貴司 鈴木利和  水木 真 永井達也 

荻原達也 髙橋秀典 堀川隆延 山下秀人  岩原マルコス 竹田順一 

加藤浩也 足立寿子 吉田徳一 高田貞夫  田中サンドラ イワハシ 

丸尾 勝 高橋 亮 竹内靖哲 佐藤 勝  松永浩司 山中康之 

鈴木康浩 花島昌孝 鈴木弥広 松井優典  山内孝幸 江塚祐宣 

中村 正 杉山善久 渡辺修身 鈴木康成  山崎浩実 相羽利和 

伊藤 豊 鈴木孝幸 瀬戸賢治 安井きよ子  永田高教 渡邊 恒 

野村哲彦 稲村陸男 赤塚英樹 浮辺寛和  内藤 誠 神門晶滋 

林 正英 鈴木宏尚 高尾嘉子 鈴木利和  袴田幸司 小林 信 

船木美智子 鈴木敏仁 高尾美恵子 高橋保司  高橋伸次 江間亮太 

村木俊文 坂本 章 渡邊修次 鈴木 正  金野孝則 山本圭一 

岡田祐介 横尾成年 鈴木和久 渡辺千秋  松下 誠 高橋暢弘 

久保田尚史 上野 剛 山下篤志 松下忠夫  柳澤克弘 柘植一久 

加茂川陽 田村 裕 染矢 陽 松下徳子  鈴木輝明 鈴木大介 

伊藤佑樹 松田達司 赤堀一秀 鈴木庄次郎  曾根真一 加藤淳一 

大石隆芳 宮城健司 太田和彦 鈴木政広  田中久美子 前原孝造 

澤入正通 鈴木宣光 与那城ｱﾝﾄﾆｵ 金田定治  山岡広樹 深谷 彰 

田中 裕 鈴木美穂 竹村宗彦   坂東亜紀夫 《役員》 

片桐健太郎 佐藤孝宏 福世文嗣 ＜玉越＞  ﾂﾂﾐﾏﾙｼｵ 鈴木莞爾 

永田樹子 千葉孝宏 鈴木貴晴 山本靖幸  金原有希 山本好夫 

   伊藤 元  高桑康訓 山下正幸 

   佐藤千花  永田克己 山下新一 

   鈴木信夫  田村四朗 寺田洋一 

   鈴木百代  三上典恭 足立隆文 

     鈴木 学 本橋正孝 

     小林千絵 前田幾子 

     原野晴康 藤田裕美子 

    

“スポーツクラブたはら”はスポー

ツ振興くじの助成を受けて事業を

実施しています 

編集後記：田原 FC 創立 40 周年目を迎えました。

少年団からフットボールクラブそしてスポーツクラブ

たはらへ。地区 G の芝生化、ナイター設置、トレー

ンングハウスの完成、マイクロバスの購入と環境も

着実に整備されてきました。地元の皆様のご支援

のお蔭です。50 年に向けて更に変化を続けます。 

平成２６年度スポーツクラブたはら年次総会開催 

平成２５年度事業報告及び平成２６年度事業計画

などが承認されました。資料は HP のクラブの概要

に掲載してあります。 

優勝：三ヶ野チーム 

明ヶ島チーム 明団チーム 

優勝：三ヶ野チーム 

第 3 位：明ヶ島チーム 


