
Vogel（中学生女子）
チームが2年連続で県
予選を突破し関東大会
への出場を決めました。
チーム所属の全員が、
それぞれの役割をフル
に発揮した結果だと思
います。おめでとう！ 
オフザピッチでは、女
の子らしく振舞い、オ
ンザピッチでは男の子
を圧倒するくらいな勢
いで闘う・・・そして
思いやりを忘れず・・
そんな〝心〟をもって、
関東大会へ挑んでほし
いです。みんなで応援
していきましょう！ 
ガンバレ！ 
VogelU-15！！ 
 【代表 皆川新一】 
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【選手たちのコメント】  

関東大会を通し、全国大会にいくまであと1歩でしたが1人1人がもっと全力で試合
に望まないと全国にはいけないと改めて感じる事ができました。山梨県代表、フォル
トゥナVogelとしてのプライドを持ちプレッシャーの中で試合が出来、いい経験になり
ました。この悔しい気持ちを忘れずに、今後も練習をチーム全員で頑張り、来年度
も関東大会出場できるよう頑張ります。  【小池 和】 

 

私たちフォルトゥナVogel は山梨県代表として関東大会に出場してきました。昨年
度も関東大会に出場しましたが、1回戦で負けてしまいました。関東大会に向けて
全員が一生懸命練習に励みました。結果は負けてしまい、3年生を全国へ連れて
いく事ができませんでした。全国に行くのは簡単ではないと改めて感じました。来年に
向けて、練習1回1回を真剣に取り組み、昨年・今年と負けた思いを来年に生かし
、チーム一丸となって戦いたいです。     【河西 小夏】 

【フォーゲル】 

【ジュニアユース】 

トイレの掲示板、またこのクラブだ
よりで伝えたいこと、連絡、お願い
などありましたら遠慮なく事務局ま
でご連絡ください。なんでもOK！！ 

NPO事業の一つ、体力づくり教室の活動として今回、
ヨガ教室を開催することになりました。 
 
朝8:00～9:00 朝の空気がさわやかな時間帯にプ
ラッツの人工芝の上で・・・ヨガのエクササイズをし
ながら、 
自分と向き合うのはいかがでしょうか！！ とても良
い時間になると思います。 
 
今回は1回のイベントとして行い、来春4月より月一で
朝ヨガを開催したいと考えています。今回是非体験を
兼ねて参加してみませんか？？ 詳しくはプラッツク
ラブハウス、スタッフまで。 
 
講師の先生は、赤尾一恵さん、ヨガインストラクター
として経験豊かな方です。 

関東U-15クラブユース選手権大会 
6月16日 vs水戸ホーリーホック 0-1 

6月最後の日、プラッツでは、県女子リーグ
戦が行われた。午前中女子トレセンの練習
をして1時間の休憩もなく試合、相手は高
校生の帝京第三高校、強敵だ！そしてな
んと45分ハーフ、男子中学生でも35分な
のに・・・。1点を先制され後半、足が止まる
どころか1点を目指してゴールへ向かう！
ちょっとすごいぞこれは！と感動！ そして同
点ゴールまたまた感動！ とても良い試合を
見せてもらった。感激でした。 

 ヨガ教室開催 11月17日(土）            第35回ニッサングリーンカップ      【ジュニアU-12】 

【キンダー】 

【チャイルド】 

暑い大阪で、 
体育館で 
雑魚寝です 

暑い大阪で、 
体育館で 

雑魚寝です！ 

サッカーに 
集中しろ！！ 

広島遠征、大会中 
ｆの4期生柏選手が 
来てくれた！柏選手 
を追い越せるよう 
に頑張ってほしい。 
ありがとう柏！ 

食事もトレーニング、 
体づくりには重要！ 
どうだ！ 全部完食！ 
食べれない二人は、 
うらやまし！！ 

サッカーの街、静岡県清水市へ学習遠征 

夏休み遠征やら大会が多かった。そのたびに応援に来ていくださったご父兄の皆さんにありがとうを！ 

【U15主将 宮川夢木君の意気込み】 
今までの練習の成果を発揮して、チ
ームでベストを出し尽くせるように
したい！そのためには、チーム全体
で声を掛け合い目の前のプレーを全
力でしたい、そして県大会は、優勝
して関東に出場する！！ 皆様応援
よろしくお願いいたします。 

１試合目は、緊張して声が出せず、上手くコミュニケーシ
ョンが取れないまま引き分けだったので、２試合目から気
持ちを切り替えて、みんなで声を掛け合いながら試合をす
ることができ、優勝につながったと思います。本当によか
ったです。これからも気持ちで負けないように、トレーニ
ングをしっかりして試合に臨んでいきたいです。  
                【選手 礒部舜也君】 

【過去の成績】 
1期生   1999 ベスト16 
2期生   2000 ベスト8 
3期生   2001 準優勝 
4期生   2002 準優勝 
5期生   2003 優勝 
6期生   2004 優勝 
7期生   2005 準優勝 
8期生   2006 優勝 
9期生   2007 優勝 
10期生 2008 優勝 
11期生 2009 優勝 
12期生 2010 準優勝 
13期生 2011 第４位 
14期生 2012 準優勝 
15期生 2013 第３位 
16期生 2014 ベスト８ 
17期生 2015 ベスト８ 
18期生 2016 ベスト８ 

19期生2017 優勝 
20期生2018 ？？  

12月16日押原公園人工芝Gにて大会の最
終日が行われた。3ピリオド制の試合形
式、U11の選手を中心にU10の選手も加
わり総力戦で見事関東大会への切符を獲
得！3月に関東大会開催！応援お願い！ 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

ちびりんでは目標であった県大会優勝は
出来ませんでしたが、関東大会出場が決
定しました。しかし関東大会に向けてや
るべき事が多いので、もう１つレベルア
ップをして関東大会に挑みたいと思いま
す。【担当：梶野コーチ】 

現U-14が昨年県U-13リーグで優勝した
ことにより、今年度関東リーグに昇格、
その関東リーグを1年でまた降格とならな
いよう闘っています。現在14試合中7試
合が終了、8チーム中5位の成績、最初は
苦戦したが、夏の鍛練期を乗り越え、選
手たちも成長、先週、浦和レッズを２-1
で勝利し勢いに乗っている。上位４チー
ムに入っていくために選手と共に日々の
練習から成長できるよう、本気で日常を
変える意識で取り組んでいます。残り７
試合、結果だけでなく内容にもこだわり
闘っていきます。現在のU-12がまた関東
で闘えるよう、努力していきます。      
      【担当コーチ 藤島周土】 

朝 

関東U-13リーグ【ジュニアユースU-13】 

       ２月３日から本大会がスタート！！ 小学生の集大成の大会、これまでの８人制から11人

制で行われる試合、U-12は2連覇を狙って大会がスタート、3日の1日目は予選リーグの2試合を戦い2勝、ま
だまだ闘いは続きますので10日、16日、17日には応援をよろしくお願いいたします。ジュニアユースへのス
テップとして選手たちも思いっきりチャレンジしてほしい！！ 

県クラブユース新人大会【ジュニアユースU-14】 

現在行われているU-14のクラブ連盟主催の新人大会、予
選リーグをグループ内で３勝し、第１位で決勝トーナメ
ントに進出しました。３試合とも１－０、薄氷の勝利を
重ねているU-14の選手たち、でも３試合無失点という守
備力も発揮しています。来季のシードを決める重要な大
会、決勝Tでもｆらしく最後まで全力で戦って欲しいで
すね！ 
フォルトゥナ１－０韮崎 フォルトゥナ１－０レドンド 
フォルトゥナ１－０リヴィエール 3試合３勝勝ち点９ 

2019年度山梨県U-15リーグ              【ジュニアユースU-14／13】 

1月19日から本リーグがスタート！！ U-14の選手たちはAリーグ（3種年代県トップリーグ）、U-13の選

手たちはBリーグに参加、現時点（2月3日終了時）でAリーグのU-14は2勝1分、BリーグのU-13は2分1敗と
なっています。U-13は相手がU-14の選手たちですが、日頃の練習の成果をだし、常に失敗を恐れずチャレン
ジをしてほしいと考えています。 

第99回天皇杯兼山梨県サッカー選手権大会               【TOPチーム】 

TOPチームも2019年度シーズンが早くも開幕、まずは天皇杯99回の歴史を重ねた大会、来年の元旦、新国

立競技場での決勝戦を目指して闘いが始まる。Topチームの応援もよろしくお願いします。火曜・木曜日の2
回の練習で、みんな必死に頑張っています。2019年山梨県社会人のトップリーグでしぶとく残留し、闘って
います。フォルトゥナOBの選手たちもいっぱい・・・もっともっとフォルトゥナの修了生が集まってこれる
ようなチームにしたいと考えています。 生涯フォルトゥナでサッカーを！そして次の世代も！！ 

       JFAフットボールカンファレンス2019 in高知 

1月12日から14日の3日間、スタッフ7
人で世界サッカーのトレンドを学習し
てきました。今後の選手たちへの関わ
りに役立てるために、そして世界に羽
ばたく選手を育成するために！南アル
プス市から世界へチャレンジ！！ 



広告枠 募集中 フォルトゥナSCの
フェイスブックUR

コードです 
 

プラッツ駐車場と前面道路の走行について 

サッカー場前には
約50台、サッカー
場下には約30台の
駐車が可能です。
これには皆様の少
しづつの心がけが
必要です。1台1台
の隙間を考慮し、
駐車可能台数が止
まられるようお願
いします。 
前面道路のすれ違
いは相当困難です
。そこで車両の通
行を左図のように
基本走行方向とし
て決めています。
18時～19時半まで
の混雑時には皆様
の心がけが必要不
可欠です。ご協力
よろしくお願いい
たします。 

【TOPチーム情報】 

【事務局だより】 

9月9日県トップリーグ 後期第6節 vs韮崎アストロス 
暑い一日・・・そして悔しい試合となりました。毎回ぎり
ぎりの選手人数で調整が大変！今日もGKが仕事で不在、急
きょFPの選手がGK・・・しかしごまかしはリーグ第2位の
チームには利きません！ 守備はきちんとチームで行い崩
される場面はなかったが、自チームの単純なミスでボール
を失い、シュートを打たれ失点につながった。残りあと2
試合、トップリーグ残留を決めて、来季に向かって進んで
行けるようにしたい！ 応援よろしくお願いいたします。 

❐ 2019年度4月より会費が変更 

クラブの運営、施設整備充実の為に、来年度より会費の
変更をさせていただきます。どうかご確認の上、ご理解
の程よろしくお願いします。金額は以下のとおり。 

【入会金】   7,000円＋消費税560円＝7,560円 

【年会費】バンビーニ・チャイルド・キンダー 

        6,000円＋税480円＝6,480円 

     ジュニア・ジュニアユース・フォーゲル 

        9,000円＋税720円＝9,720円 

【月会費】バンビーニ 4,000円＋税320円＝4,320円 

  （バンビーニ週1回コース（水or土）＝2,160円） 

     チャイルド 5,000円＋税400円＝5,400円 

     キンダー  7,500円＋税600円＝8,100円 

     ジュニア  9,000円＋税720円＝9,720円 

  ジュニアユース 10,000円＋税800円＝10,800円 

  フォーゲルU-12  5,000円＋税400円＝5,400円 

  フォーゲルU-15  7,000円＋税560円＝7,560円 

4月の引き落としより変更となりますのでお願いします。 

  

インフルエンザが各小学校中学校で猛威をふ
るっています。学級閉鎖・学校閉鎖などの連
絡が毎日クラブにも来ています。中学3年生は、
高校受験の真っ最中、夜なべして勉強をして
いると思いますが、無理をしなければならな
いけど、睡眠は大事ですよ。食事もきちんと
摂ってよ！ 手洗い・うがい、そしてマスク
着用などの予防をきちんとしてウイルスを受
けないような努力をしてくださいね！大切な
時期、後悔しないように！！ （代表より） 

URカップ  
第1回開催！ 

９月1日2日の2日間ｆAPで、第1回UR（卯月林
業）カップU-11大会が、県内外から6チームが
集まり盛大に行われました。今年度から当クラ
ブへの協賛をしていただいている卯月林業様よ
り、育成という重要な年代での大会をやろう！
ということで準備が始まった今大会、多くの方
に支えられ開催することができました。ご協賛
いただいた10の企業・団体様、当大会に参加い
ただいたチームの皆様に感謝するとともにさら
に2回目に向けて充実した大会になるように進め
ていきたいと考えています。ありがとうござい
ました。 
大会の結果は、優勝：フォルトゥナだんけ（左
写真左）、準優勝：昭和FC（長野県）となりま
した。U-11の選手にとってはとても良い経験と
なりました。 

GOAL  Vol．212 

【ジュニアユースU-15】ドイツ遠征 

第17回目になるドイツ遠征、8月14日～23日ま
で行ってきました。今年もドイツのチームと11
試合を行い、相当ドイツで存在感を発揮してき
ました！チームも成長！高円宮杯が楽しみです。 
ドイツ遠征の模様は、クラブHP「代表ブログ」 

★★連絡★★ クラブだより・スケジュール表を欲しい方は、遠慮なく事務局にきてください。 

クラブでは、バンビーニ（幼児）コース・
チャイルド（小学1・2年）コース・VOGEL
（女の子）コース、で会員を募集しておりま
す。会員の皆様の、お友達でサッカーに興味
を持っている、ボール遊びに興味を持ってい
るお友達がいたら、是非紹介してください。 
体験練習もいつでもOK！！ サッカーの楽し
さ、何か難しいことを達成する楽しさ、仲間
と共に努力する楽しさ・・・をいっぱいいっ
ぱい体験しませんか！！ 
ご紹介いただいた方にはグッズプレゼント！ 

★名 前：田邉 裕造 ★58歳 
       （たなべ ゆうぞう）                             
★誕生日：1960年 12月 2日  
★サッカー競技歴： 西桂中→ 
 北富士工業高校 →  日本体育大学 
★サッカー指導歴：中学校の教諭としてサッカー部の
指導 → Uスポーツ → CSCルーデンス  
★A級コーチライセンス取得 
★山梨県サッカー協会技術委員会ユースダイレクタ
ー・47FAインストラクター歴任 
★選手たちへ一言★ この度縁あってフォルトゥナの仲間
にさせていただきました田辺です。活動時間に制限が有る
なかですが、、クラブの会員皆様のために、出来る限りのこ
とをさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 
★皆川代表より：私と同級生、そして高い指導力を持っ
た田辺氏の加入は、クラブにとっても選手たちにとっても心
強いことだと思っています。早くクラブに馴染んで力を発揮
していただきたいです。皆さんよろしく！ 

★スタッフ紹介★ 
今月は田邉コーチ！ 

❐忘れ物情報！ 

忘れ物情報を、クラブホームページの「代表ブ
ログ」で掲載することになりました。クラブ
ジャージ、水筒、などの画像をふくめてUPし
ますので心当たりの方はホームページをチェッ
ク！！ でも用品には名前を必ず記載するよう
にしましょう・・・必ず手元に戻りますよ！！        
（代表より） 

U13のメインの1つでもある関東リーグ。このリーグが始まる前に、選手達へ、目標として、まずは残留すること、そし
て個々のレベルをリーグを通じて向上させていくことを掲げ望んだ。振り返ると、様々なドラマや、悔しい思い、歯痒さ
、選手の成長を感じられる試合、いろいろとあります！ 特に残り2節の残留をかけた試合に関しては、選手たちが本当
に気持ちを表に出して戦ってくれた。内容的にはヒヤヒヤする場面の方が多かったが、結果、残留を決め来年度も関東リ
ーグを戦えることになった。リーグを通して、選手1人1人が経験したことは今後のサッカー人生で大変自信に繋がる物
だと感じます。他のチームではあまり味わえない経験ができたはずなので、きっとこれからさらに飛躍していくでしょう
！この経験を糧にさらにサッカーに直向きに努力し向き合っていってほしいと思います。誰かのおかげではなく、U13の
選手・保護者・スタッフ・さらに応援してくれていたフォルトゥナファミリー全ての人のおかげです。開幕から最終節ま
で、温かくサポートして下さり本当にありがとうございました。       【担当：藤島周土コーチ】 

新規会員募集案内 

新中学1年生の体験練習が始ま
りました。クラブのU-12の選
手たちの参加を首を長くして待
ってますので、どんどん参加を
。またクラブ以外の選手たちも
参加お待ちしています！！ 

クラブカレンダー 
3ヵ月が 

わかるカレンダー 
限定50本 

 500円で販売！ 

全日本少年大会山梨県大会                                                            【ジュニアU-12】 

年末年始のプラッツスケジュール 
プラッツの休業は、12月30日～1月7日 
送迎は12月21日で終了、1月9日スタート 

通常練習は、1月9日からです。 

Check 

❐ 2019年度4月からの練習日程 

4月より練習曜日時間を一部変更いたします。各カ
テゴリーの時間は以下のとおりとなります。 

バンビーニ 週2回 水曜日 17：30～18：40 

          土曜日  9：00～10：10 

チャイルド 週2回 火・木曜日 17：00～18：20 

キンダー（小3）週2回 火・木 17：00～18：30 

キンダー（小4）週2回 水・金 17：00～18：40 

ジュニア 週2回 水・金曜日 17：00～19：00 

フォーゲルU12 週2回 火・木  17：00～18：40 

ジュニアユース/フォーゲルU-15  

  月曜日  U13/VU15     18：00～20：00 

  火曜日  U14/15/VU15 18：30～20：30 

  水曜日  U13/15      19：00～21：00 

  木曜日  U13/14/VU15 18：30～20：30 

  金曜日  U14/15      19：00～21：00 

    Top  火・木曜日        20：30～22：00  
5週目休みの有無はその都度ご案内いたします。 

新小学1年生の選手たちを募
集しています。人工芝のグラ
ウンドで思いっきり身体を動
かし、ボール運動、そして動
きづくりなどをやりませんか
？スタッフ一同待っています 

http://www.cocacola.co.jp/

