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第１０回たはらフットサル大会を９月２８日（日）サッカー場”ゆめりあ”にて行いました。今年は田原カップに１２チ

ーム、エンジョイサッカーに１２チームの参加があり熱戦を繰り広げました。 

～結果～ 

■たはらカップ  

１位トーナメント             ２位トーナメント 

優 勝：YMCA              優 勝：インフォービス  

第２位：高橋①              第２位：イクマJAPAN 

第３位：磐田南              第３位：NMB FC 

第４位：田原FC社会人         第４位：SEP FC 

３位トーナメント                 

優 勝：FC OMDO                

第２位：Anthem      

第３位：すずき 

第４位：ファイナルドラゴンヴォヤージュ 

 

■エンジョイサッカー 

Ａブロック                  Ｂブロック 

優 勝：MonDay The Practice     優 勝：YMCAレディース 

第２位：SC.Rosso             第２位：SC.Rosso二部 

第３位：カンガルーA          第３位：カンガルーB 

第４位：ラッツォーリ            第４位：磐田シニア６０ 

第５位：フレンチミュール         第５位：TAHARA 

第６位：エンジョイシニア        第６位：EAST 

 

ジュニアユースジュニアユースジュニアユースジュニアユース    

第２０回全日本ユースフットサル大会第２０回全日本ユースフットサル大会第２０回全日本ユースフットサル大会第２０回全日本ユースフットサル大会    静岡県西部支部大会静岡県西部支部大会静岡県西部支部大会静岡県西部支部大会        

平成２６年９月６日（土）in浜松オイスカ高校グラウンド 

（予選リーグ）田原ＦＣ ３－２ 浜松開誠館B  田原ＦＣ ４－１ 浜松西部中 

（準決勝）◎田原ＦＣ ４－０ 浜松中部中  

（決勝）◎田原ＦＣ ２－０ 浜松開誠館A 

 

第２０回全日本ユース（第２０回全日本ユース（第２０回全日本ユース（第２０回全日本ユース（UUUU----15151515）フットサル大会）フットサル大会）フットサル大会）フットサル大会    静岡県大会静岡県大会静岡県大会静岡県大会                

９月２８日（日） in藤枝フットサルスタジアム 

（予選リーグ） 

△田原ＦＣ １－１ 初倉ＦＣ 

◎田原ＦＣ ５－０ クラッキーニョ 

（準決勝） 

●田原ＦＣ ３－４ RISE 

６年生６年生６年生６年生    

NTTNTTNTTNTT西日本グループカップ西日本グループカップ西日本グループカップ西日本グループカップ    第４７回静岡県サッカー大会第４７回静岡県サッカー大会第４７回静岡県サッカー大会第４７回静岡県サッカー大会        

（天竜東地区予選） 

９月１３日（土） in袋井アクアピュア 

田原ＦＣ ３－２ 森  田原ＦＣ ３－１ FWFC 

９月１５日（月） in袋井親水公園G 

田原ＦＣ ０－０ 豊田南  田原ＦＣ ２－０ 向陽 

９月２３日（火） in袋井親水公園G 

田原ＦＣ １－１ 掛川JFC０１  

１１月３日（月） in袋井親水公園Ｇ 

田原ＦＣ ０－０ レゾン袋井 田原ＦＣ １－０ バディＦＣ 

１１月２２日（土） in袋井親水公園Ｇ    

（準決勝） 田原ＦＣ １-２ 掛川JFC （３位決定戦） 田原ＦＣ １-２ 竜洋FC 

５年生５年生５年生５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----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        

９月６日（土） in稗原G 

（予選リーグ）田原ＦＣ １－３ 山名  田原ＦＣ ０－３ 豊田南 

（３位トーナメント）田原ＦＣ ３－３（PK２－３）森         

４年生４年生４年生４年生    

田原ＦＣ創立４０周年記念（Ｕ－１０）サッカー大会田原ＦＣ創立４０周年記念（Ｕ－１０）サッカー大会田原ＦＣ創立４０周年記念（Ｕ－１０）サッカー大会田原ＦＣ創立４０周年記念（Ｕ－１０）サッカー大会        

１１月１日（土） inアクアピュア 

◆田原Ａ◆田原ＦＣ  ０－２ 湖西  田原ＦＣ  ９－０ 白羽  

◆田原Ｂ◆田原ＦＣ  １－８ 袋井東 田原ＦＣ １０－０ 絆 田原ＦＣ  ２－７ アスルクラロ伊豆 

第９回トダックス杯サッカー大会第９回トダックス杯サッカー大会第９回トダックス杯サッカー大会第９回トダックス杯サッカー大会    

（決勝トーナメント） 

７月１２日（土） in菊川運動公園 

田原ＦＣ ３－０ テンマブルズ田原ＦＣ ６－１ 青城 

７月１３日（日） in菊川運動公園 

（準決勝） 田原ＦＣ ０－１ テンマレッズ   （３位決定戦） 田原FC １－１ PK３－２ 竜洋 

しんきんカップ第２９回静岡県キッズＵ－１０・８人制サッカー大会しんきんカップ第２９回静岡県キッズＵ－１０・８人制サッカー大会しんきんカップ第２９回静岡県キッズＵ－１０・８人制サッカー大会しんきんカップ第２９回静岡県キッズＵ－１０・８人制サッカー大会        

１１月１６日（日）in外神スポーツ広場 

（予選リーグ） 

田原ＦＣ ０－１ ジョガドール  

田原ＦＣ ０－１ エクセシオール  

田原ＦＣ １－２ カワイ 

２・２・２・２・３年生３年生３年生３年生    

第１２回Ｕ－９むささびカップ争奪少年サッ第１２回Ｕ－９むささびカップ争奪少年サッ第１２回Ｕ－９むささびカップ争奪少年サッ第１２回Ｕ－９むささびカップ争奪少年サッ

カー大会カー大会カー大会カー大会：１１月２２日（土）予選リーグ 

田原ＦＣ ０-３ アウトライン（岐阜） 田原ＦＣ １-２ 袋井西 田原ＦＣ ５-０ 袋井東 

１１月２３日（日）予選リーグ３位で下位トーナメントへ 

田原ＦＣ ２-０ 福 田 田原ＦＣ ０-０ 森FC PK戦 （１-２） 田原ＦＣ ０-２ レゾン袋井  

ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人    

優勝チーム優勝チーム優勝チーム優勝チーム    

準優勝チーム準優勝チーム準優勝チーム準優勝チーム    

エンジョイサッカーエンジョイサッカーエンジョイサッカーエンジョイサッカー    

運営に運営に運営に運営に協力頂いた産業大協力頂いた産業大協力頂いた産業大協力頂いた産業大    

サッカー部の皆さんサッカー部の皆さんサッカー部の皆さんサッカー部の皆さん    

県大会出場を祝して県大会出場を祝して県大会出場を祝して県大会出場を祝して横断幕横断幕横断幕横断幕

をををを掲げました掲げました掲げました掲げました    

新明ケ島橋西に新明ケ島橋西に新明ケ島橋西に新明ケ島橋西に掲げました掲げました掲げました掲げました    

県大会県大会県大会県大会    
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シュウエイスポーツカップシュウエイスポーツカップシュウエイスポーツカップシュウエイスポーツカップ        第４回天竜東地第４回天竜東地第４回天竜東地第４回天竜東地

区（Ｕ－９）リーグ戦区（Ｕ－９）リーグ戦区（Ｕ－９）リーグ戦区（Ｕ－９）リーグ戦    

９月１４日（日）森町営G 

田原ＦＣ １-１ 森FC  

田原ＦＣ １-０ アプローズ  

田原ＦＣ ６-２ 菊川 

１０月２６日（日）田原地区G 

田原ＦＣ １-１ 豊岡  

田原ＦＣ １０-０ インパルス 

 

 

 

 

 

 

 

 

田原地区みんなの運動会は秋晴れの１０月１９日に開催されました。恒例の“ウナギにゅるにゅるリレー”は諸事

情により断念しましたが、運動会の華“綱引き”と“ダッシュで旗Ｇｅｔ！”を新種目として取り入れ、大変盛り上が

ることができました。参加者の皆様ありがとうございました。子どもから大人まで、全員が楽しめるみんなの運動

会を目指して今後も工夫していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月３０日にブレス浜松の皆さんを講師とする、NPO法人浜松スポーツ

プロジェクト主催のバレーボール教室が開催されました。ブレス浜松は

Vリーグ昇格日本一を目指す静岡県初の女子バレーボールチームで

す（http://www.breath-hamamatsu.com/）。田原地区の小学生からマ

マさんチームまで約30名の参加がありました。ブレス浜松さん、参加者

の皆様ありがとうございました！ 

１１月２３日（日）、田原地区親睦インディアカ大会を地区体育館で開催しました。今回は７チームの参加があり

ました。日頃の練習の成果を示す息の詰まるような長いラリーや鋭いアタック、また笑いをさそうプレーなど和気

あいあいと気持ち良い汗を流すことができたのではないでしょうか。試合結果は次のとおりでした。 

優 勝：明団 A  準優勝：明団 B  第３位：三ヶ野 B 

※来年度に行われる東部地区大会へは明団と三ヶ野が出場します！    

            

    

    

    

１１月１２日（水）田原地区グラウンドをマイクロバスで出発、目

指すは“くんまの里”です。全日本ノルディック・ウォーク連盟公

認指導員の山下正幸さんの指導のもと自然の中でノルディッ

ク・ウォークを楽しみました。今回の参加者は８名でした、次回

は大勢の方の参加をお待ちしております。    

 

 

１１月２４日（月）に河口湖ハイキングバスツアーを行いました。

今回は１８名の方が参加してくださいました。天候がとてもよく、

紅葉と富士山がとても綺麗でした。そのあと、河口湖ミューズ

館へ寄り、与勇輝さんの作品をみてまわりました。 

１日とても充実した時間を

過ごすことができました。

参加者の皆様ありがとうご

ざいました。 

コース：河口湖もみじ回廊

→河口湖ミューズ館→道

の駅→まかいの牧場 
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“スポーツクラブたはら”はスポ“スポーツクラブたはら”はスポ“スポーツクラブたはら”はスポ“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ーツ振興くじの助成を受けて事ーツ振興くじの助成を受けて事ーツ振興くじの助成を受けて事

業を実施しています業を実施しています業を実施しています業を実施しています    

編集後記：今年は中学生、小学６年生、４年生と

県大会出場という素晴らしい成績です。田原ＦＣ創

立４０周年を記念する良い年となりました。６年生

が出場するＮＴＴ杯県大会は少年サッカーの集大

成となる大会です。健闘を祈ります。 

紅白玉入れ 

お相撲さんパンツでドリブルリレー 

新種目綱引き 
新種目ダッシュで旗 Get! 

ついついマジになる年齢別リレ

ー 

抽選会で一等の地元の

美味しいお米 GET 

１１月１６日（日）長野県小谷村の小谷ＦＣと

田原ＦＣ２・３年生が交流会を行いました。 

ブレス浜松の皆さんと 

紅葉真っ盛りでした 

世界遺産の富士山もきれいに 

自然の中を気持ちよく 

FacebookFacebookFacebookFacebook にスポーにスポーにスポーにスポーツクラブたはらのページをツクラブたはらのページをツクラブたはらのページをツクラブたはらのページを開設しました。開設しました。開設しました。開設しました。    いいねをクリック！！いいねをクリック！！いいねをクリック！！いいねをクリック！！    


