
 

 

 

 

 

ＳＰ－フッチサッカークラブ メルマガ 
 

４月号 

平成２８年４月５日 

 

メルマガ４月号を配信します。２０１５年度会員の皆様ありがとうございました。２０

１６年度も引き続きよろしくお願いします＼(^o^)／過去の学年も掲載しておりますので、

お間違えの無いようにお願いします。 

 

２０１５度結果報告 

Ｕ－１５ 

千葉県クラブユース選手権大会 ７位  千葉県高円宮杯Ｕ－１５リーグ ２部降格 千

葉県高円宮杯Ｕ－１５大会 ブロック準優勝 

 

Ｕ－１４ 

市川浦安招待 3 位 ＣＹリーグ １１位   

 

Ｕ－１３ 

千葉県選手権大会 １回戦敗退 県リーグ ２部降格 １１位 ２部 ７位 續木杯（市

川浦安招待） 優勝     

 

Ｕ－１２ 

全日本少年サッカー大会千葉県大会 R16  千葉県ケーブルテレビ杯 R32 北ライオ

ンズ杯 ３回戦敗退 松木杯 R16 市川親善大会 準優勝 

 

Ｕ－１１ 

千葉県選手権大会 ４位 北ライオンズ杯 優勝 市川親善大会 敢闘賞  

 

Ｕ－１０ 

 

 

 

 



ブロック代表千葉県大会 １次リーグ敗退  北ライオンズ杯 ２回戦敗退 

 

最新結果報告 

 

U-15 第１５回 濱田杯東葛グラデュエーション 

（Ｕ－１５）サッカー大会 

予選リーグ 

フッチ ０－０ ルキナス印西 SC 

フッチ ２－０ 柏ラッセル 

 

予選１位 

１位トーナメント 

準々決勝 

フッチ ４－０ ミナト SC 

準決勝 

フッチ ２－５ ヴェルディレスチ C 

結果：３位 

U-15 三送会 

 

ＳＰ－フッチサッカークラブご卒業おめでとうございます。 

SP-フッチサッカークラブで学んだ事を活かして次のステージに向かいましょ

う！！これからもフッチ愛を持って下さいね＼(^o^)／君達の活躍を祈ってま

す！！ 



新 U-1５ 県リーグ 

２部リーグ 

第１節 フッチ ３－０ ＡＲＴＩＳＴＡ 

第２節 フッチ １－１ 三井千葉東葛ＳＣ 

第３節 フッチ ３－０ 茂原中学校 

第４節 フッチ ＶＳ 蘇我中学校 延期 

第５節 フッチ ２－０ 柏ラッセル 

第６節 フッチ １－３ ミナトＳＣ 

第７節 フッチ ＶＳ 千葉ＳＣ 

６月５日（日） 

第８節 フッチ ＶＳ ブリオベッカ浦安 

６月１２日（日） 

第９節 フッチ ＶＳ 柏レイソルＡＡ長生 

７月３日（日） 

第１０節 フッチ ＶＳ 柏マイティー 

８月７日（日） 

第１１節 フッチ ＶＳ ルキナス印西 

８月２１日（日） 

応援よろしくお願いします。 

 

Ｕ－１３ 千葉県ユースサッカーリーグ 

１部リーグ 

第１節 フッチＡ １－２ ヴェルディレスチＡ 

第２節 フッチＡ １－２ ＦＣ習志野   

第３節 フッチＡ ２－０ ＡＣカラクテル 

第４節 フッチＡ ２－２ 柏レイソルＡＡ ＴＯＲ 

第５節 フッチＡ １－１ ＦＣクラッキス松戸 

第６節 フッチＡ ０－１ 暁星国際中学校 

第７節 フッチＡ １－４ Ｗｉｎｇｓ 

第８節 フッチＡ １－２ クラブドラゴンズ 

第９節 フッチＡ １－０ ＪＳＣグレイ 

第１０節 フッチＡ ０－３ ブリオベッカ浦安Ａ 

第１１節 フッチＡ ０－１ 三井千葉ＳＣ 

第１２節 フッチＡ １－１ ヴィヴァイオ船橋 

１３チーム中１１位 ２部降格 



２部リーグ 

第１節 フッチＢ ２－３ ルキナス印西ＳＣブルー 

第２節 フッチＢ ０－２ 柏マイティー 

第３節 フッチＢ ２－０ 宮本中学校 

第４節 フッチＢ ３－０ 柏レイソルＡＡ流山 

第５節 フッチＢ １－１ ＦＣリベレオ 

第６節 フッチＢ ２－３ トリプレッタ 

第７節 フッチＢ １－１ 柏レイソルＡＡ野田 

第８節 フッチＢ ０－３ ミナトＳＣ 

第９節 フッチＢ ３－０ ＦＣ ＭＡＫＵＨＡＲＩ 

第１０節 フッチＢ ０－１ 御滝中学校 

第１１節 フッチＢ ２－１ ヴェルディレスチＢ 

１２チーム中８位 ２部残留 

    応援ありがとうございました。 

 

新 U-14 群馬チャレンジカップ 

予選リーグ 

フッチ ２－０ ヴェルフェたかはら那須 

フッチ ０－１ Uスポーツクラブ 

フッチ ８－０ グランセナ新潟 

フッチ １－０ 帯北アンビシャス 

フッチ １－０ 武南ジュニアユース 

予選リーグ１位 

１位トーナメント 

フッチ ０－２ 川崎フロンターレ 

フッチ １－０ 三菱養和サッカークラブ調布 

フッチ ０－４ ホペイロ刈谷 

フッチ ３－０ 榛東中学校 

９０チーム中１１位でした。 

 

応援ありがとうございました。 



新 U-14 時之栖 CUP 

予選リーグ 

フッチ ０－０ 国分寺トレセン 

フッチ １－５ 小金井市選抜 

予選４位 

４位リーグ 

フッチ １－１ FC KRILO 

フッチ ２－０ 栄光学園中学校 

４位リーグ１位 

フッチ １－２ 府ロク B 

 

応援ありがとうございました。 

 

U-12 クリアージュ招待 

予選リーグ 

フッチ １－１ クリアージュ FCエミュー 

フッチ ０－４ クリアージュ FCクリアランサ 

フッチ ２－６ 大根サッカークラブ 

結果：６位 

応援ありがとうございました。 

 

U-12 GORI CUP 

予選リーグ 

フッチ ０－１ 清瀬 VALIANT 

フッチ ３－０ 修徳 FCマッスル 



フッチ ０－１ tonan前橋 

予選３位 

フッチ ４－１ 修徳 FCボンバー 

 

応援ありがとうございました。 

 

U-12 六送会 

 

ＳＰ－フッチサッカークラブジュニア卒業おめでとう！！ 

ジュニアユースに残る選手も違うチームに行く選手も SP-フッチサッカークラブ

で学んだ事を活かして次のステージに向かいましょう。 

 

U-11 中央支部大会 

予選リーグ  

フッチ ０－０ 中国分 LWFC 

フッチ ２－０ 国府台 SC 

フッチ １３－０ 菅野 LTFC 

１位リーグ 

フッチ ２－０ 百合台 SC 

フッチ ０－１ フォルマーレ 

結果：準優勝 

応援ありがとうございました。 



U-11 スプリングカップ 

フッチ ４－０ カズ SC 

フッチ ２－０ SAKICHI FACTORY 

フッチ ０－１ ヴィルトウス SC 

フッチ ５－０ ヴィトーリア目黒 FC 

結果：優勝 

優勝おめでとう！！応援ありがとうございました。 

 

新 U-12 サクラカップ 

予選リーグ 

フッチ １４－０ 三保 FC 

フッチ ２－１ SAKICHI FACTORY 

フッチ ３－０ TTK 

予選１位 

１位トーナメント 

フッチ ３－１ スクデット FC 

準決勝 

フッチ ５－２ ダイナモ川越東 

決勝 

フッチ ７－２ 横浜すみれ FC 

結果：優勝 

 

優勝おめでとう！！ 



新 U-12 全日本少年サッカー大会 

 

前期リーグ 

フッチ VS 松戸旭 SC ９：５５kick off 

フッチ VS つくし野 SC １３：３５kick off 

４月２４日（日） 茜浜 G 

フッチ VS 東習志野 FC ホワイト 

５月１日（日） 行田東小学校 

フッチ VS 高州ホッパーズグリーン 

フッチ VS エンデバーFC 

５月８日（日）松戸旭町小学校 

フッチ VS 白井 FC A 

フッチ VS 行田東 FC 

５月１５日（日） 我孫子ゆうゆう公園 

 

後期リーグ 

フッチ VS 松戸旭 SC 

フッチ VS つくし野 SC 

９月４日（日）清水口小学校 

フッチ VS 東習志野 FC 

９月１１日（日） 曽谷小学校 

フッチ VS 高州ホッパーズグリーン 

フッチ VS エンデバーFC 

９月１８日（日） 野田スポーツ公園 

フッチ VS 白井 FC A 

フッチ VS 行田東 FC 

９月２５日（日） 高州小学校 

 

応援よろしくお願いします。 

 

新 U-12 北ライオンズ杯 

 

１回戦 フッチ VS 妙典キッカーズ 

稲越小学校 ９：４０kick off 

 



応援よろしくお願いします。 

 

U-10 第１４回 S-P.FUTE CUP 西川杯 

 

予選リーグ 

フッチ ０－２ エスフェローザ八千代 

フッチ ０－２ エクセレントフィート FC 

フッチ ０－３ 清水エスパルス三島 

予選４位 

順位トーナメント 

フッチ ５－０ LIBERO FC 

フッチ ３－１ 新座片山 FC 

フッチ ０－２ 修徳 FC 

３２チーム中２６位 

 

応援ありがとうございました。 

 

新 U-11 北ライオンズ杯 

 

１回戦 フッチ VS 大柏 SC 

大野学園 １０：２０kick off 

 

応援よろしくお願いします。 

新 U-10 北ライオンズ杯 

 

１回戦 フッチ VS 市川中央 LK 

冨貴島小学校 １０：２０kick off 

 

応援よろしくお願いします。 

 

SP-フッチサッカークラブスタッフより 

 



※各学年公式戦での会場への車の乗り入れは禁止となっております。担

当コーチより許可がない場合は絶対に駐車しないで下さい。また、会場

付近での路上駐車も絶対にしないで下さい。選手もマナーを守り行動し

ておりますので、保護者の皆様もマナーを守り、あたたかい声援で観戦

よろしくお願いします。 

他学年の試合も応援よろしくお願いします＼(^o^)／ 

ＳＰ－フッチサッカークラブスタッフ一同 

選手コース在籍人数・トレセン情報 

カテゴリー 在籍選手 千葉県ＴＣ ブロックＴＣ 

Ｕ－１５ ３１ ０ ５ 

Ｕ－１４ ３２ ２ 選考中 

Ｕ－１３ ３５ ０ 選考中 

カテゴリー 在籍選手 千葉県ＴＣ 中央支部ＴＣ 

Ｕ－１２ ２１ ０ １０ 

Ｕ－１１ １７ ０ １５ 

Ｕ－１０ １６   

２０１６年度 練習日・練習時間・スタッフ割り当て 

 

総監督 監督 コーチ 土・日

関根 練習・試合

鈴木（邦）、赤井 時間随時

鈴木(英） 練習・試合

鈴木（邦）、赤井 時間随時

鈴木(英） 練習・試合

鈴木（邦）、赤井 時間随時

総監督

＊送迎に関しましては、スクールコースのみ市川大野駅まで行わせて頂きます。（幼児除く）

帰：１８：００

木曜日・フッチＧ

（１８：３０～２０：００） （１９：００～２０：３０）
応相談

木曜日・フッチＧ

火曜日・フッチＧ

（１６：３０～１７：４５）

（１８：１５～１９：３０）

行：１６：１５

火曜日・曽谷小

火曜日・フッチG

関根

月曜日・フッチＧ

（１９：１５～２０：４５）

水曜日・修徳高

（１９：００～２０：３０）

（１６：３０～１７：４５）

鈴木（邦）、鈴木（英）

鈴木（雄）、水野

金曜日・三中体育館

鈴木（雄）
（１９：００～２１：００）

火曜日・東国分中
関根

関根

（１９：００～２１：００） （１９：００～２１：００）

（１９：００～２１：００）

水曜日・塩浜小

木曜日・中国分小

遠田
金曜日・東国分中

（１９：００～２１：００）

金曜日・中国分小

練習・試合

２０１６年選手コース・スクールコース練習日時一覧表

カテゴリー 曜　日・会　場 曜　日・会　場 曜　日・会　場

ジュニアユース選手コース

Ｕ－１５
火曜日・曽谷小

Ｕ－１４

時間随時

金曜日・東国分中

（１９：００～２１：００）

Ｕ－１３
火曜日・東国分中

（１９：００～２１：００）

水曜日・フッチG

（１９：００～２１：００）

遠田

水曜日・修徳高

（１９：００～２１：００）

（１７：４５～１９：１５） （１７：４５～１９：１５）

（１９：００～２０：３０） （１９：００～２０：３０）（１８：００～１９：３０）

火曜日・フッチG

（１９：１５～２０：４５）

金曜日・フッチG

金曜日・フッチG

曜　日・会　場 曜　日・会　場 送迎時間（市川大野駅）担当

（１７：４５～１９：１５）

関根

水曜日・フッチG

行：１７：３０

木曜日・フッチＧ

帰：１９：１５

金曜日・フッチＧ 行：１６：１５

無
（１６：３０～１７：４５）

（１６：３０～１７：４５） （１６：３０～１７：４５）

金曜日・フッチＧ

（１６：１５～１７：３０） （１６：１５～１７：３０）

帰：１８：００

金曜日・塩焼中央公園
応相談

（１６：３０～１７：４５）

火曜日・塩焼中央公園

（１６：００～１７：００） （１６：００～１７：００）

木曜日・塩焼中央公園

鈴木（雄）、水野

水曜日・フッチＧ

行徳

鈴木（邦）、鈴木（英）

行徳 赤井

赤井、鈴木（邦）

火曜日・フッチＧ

水曜日・塩焼中央公園

鈴木（雄）、水野

鈴木（邦）、鈴木（英）

幼児スクール

柏井

小学４・５・６年スクール

小学２・３年スクール

小学１年スクール

小学１・２・３年スクール

柏井

柏井

柏井

水野

鈴木（英）、水野

女子選手スクール

Ｕ－１２

Ｕ－１１

Ｕ－１０

カテゴリー

ジュニア選手コース

赤井



柏井スクール 201６年度４月～２０１７年度 3月の日程表です。 

 

 
 



第１４回Ｓ－Ｐ．ＦＵＴＥ ＣＵＰ 西川杯 結果報告 

この度は、当クラブ主催大会に御参加頂き誠にありがとうございます。無事に大会を

終えることになりました。第１５回大会に向け、ＳＰ－フッチサッカークラブスタッ

フ一同頑張らせて頂きます。第１５回大会のご参加お待ちしております。 

 

予選リーグ 

Ａグループ 

１位 清水エスパルス U-12三島 

２位 エスフェローザ八千代 

３位 エクセレントフィート FC 

４位 SP-フッチサッカークラブ 

 

Ｂグループ 

１位 パサニオール誉田 

２位 ASラランジャ豊川 

３位 レッドクローバーSC 

４位 浦安ＳC 

 

Ｃグループ 

１位 三井千葉 SC 

２位 ＨＩＰ ＳC 

３位 大久保 SC 

４位 FRIENDLY-SC 

 

Ｄグループ 

１位 藤崎 SC 

２位 国立 SSS 

３位 NPIC HERENCIA 

４位 夏見 FC 

 

Ｅグループ 

１位 FCパーシモン 

２位 ヴィトーリア目黒 

３位 千代田 FC 

４位 修徳 FC 

 



Ｆグループ 

１位 ちはら台 SC 

２位 GRANDE FC 

３位 クリアージュ FC 

４位 LIBERO FC 

 

Ｇグループ 

１位 はくつる FC 

２位 FCアルファ 

３位 ジョカーレ FC 

４位 バディーSC千葉 

 

Ｈグループ 

１位 ＳＡＫＩCHI ＦＡＣＴＯＲＹ 

２位 松戸旭 SC 

３位 船橋イレブン２００２ 

４位 新座片山 FC 

 

１位トーナメント 

優勝 FCパーシモン 

２位 清水エスパルス U-12三島 

３位 三井千葉 SC 

４位 藤崎 SC 

 

２位トーナメント 

敢闘賞 国立 SSS 

２位  エスフェローザ八千代 

 

３位トーナメント 

敢闘賞 クリアージュ FC 

２位  千代田 FC 

 

４位トーナメント 

敢闘賞 修徳 FC 

２位  SP-フッチサッカークラブ 



 

優勝 FCパーシモン 

 

大会事務局 ＳＰ－フッチサッカークラブ 鈴木 雄大 

 

柏井スクールお知らせ 

 

柏井幼児スクール、１・２・３年生スクール、４・５・６年生スクール随時

募集しています。 

興味ある方は無料体験練習を随時行っておりますので、お友達をお誘いの上、

是非来て下さい。みんなでサッカーを楽しみましょう！！ 

 

柏井幼児・１年生スクールメンバー   柏井２・３年生スクールメンバー

 

 

 



 

柏井４・５・６年生スクールメンバー 

 

 ＳＰ－フッチサッカークラブ 個サル 

（一般フットサル）募集案内 
 

対 象  初心者~上級者まで 男女問わず 

 

日 時  土曜日  ゲーム（フットサル・大ゲーム） 

 

時 間  １９：００~２１：００ 

 

場 所  フッチスポーツグランド（人工芝） 

 

料 金  １回  一般 １，０００円  高校生以下 ５００円 

       

日 程  ４月中グランド工事の為、中止 

５月７日・１４日・２１日・２８日 

     ６月４日・１１日・１８日・２５日 

     ７月２日・９日・１６日 

 

備 考  ・ウェアー、シューズは各自でご用意下さい。 

     ・怪我に関しましては、応急処置等致しますが、あとの処置は各自

でご負担をお願い致します。 

      

 

お問い合わせ先 何かご不明点等ございましたら下記までご連絡下さい。 

  



ＳＰ－フッチサッカークラブ 

〒２７２－０８０２ 

住所：市川市柏井町３－９５－３ 

TEL：０４７－３０３－８１５０ 

FAX：０４７－３３９－５７１２ 

ホームページ：http://www.fute.jp 

     

ＳＰ－フッチサッカークラブ育成基本理念 

感謝・慎み・助け合い 

１． 状況を把握しそれに応じて適切な判断が素             

早くでき、それを実践できる選手の育成 
・状況に応じた良い判断をし、実践する為の良い習慣を身に付けるこ

とで、クリエイティブな発想を持つ 

・個性が発揮できるアイディアを持った選手の育成 

 

２． 常に戦う姿勢を持ち続ける選手の育成 
・味方を励まし、鼓舞する能力 

・失敗を恐れずチャレンジする考え 

・自分の役割を理解し、やり通す責任感（１００％の力を出し切る） 

 

３． 豊かな人間を育成 

（自立できる選手を育成） 
・大人になる準備として、責任ある行動がとれる（挨拶、礼儀等） 

・ＳＰ－フッチサッカークラブの選手としての自覚 

・自己管理できる選手（学業の両立、食事、睡眠、休養） 

・フェアプレーの精神 

・感謝する気持ち（家族、指導者、味方選手、相手選手、レフリー

等） 

 

http://www.fute.jp/


ＳＰ－フッチサッカークラブ ジュニアユース 実績 

・高円宮杯Ｕ－１５サッカーリーグ １部在籍７年連続 ２０１６年度２部 

・高円宮杯Ｕ－１５関東大会出場 １回 

・千葉県クラブユース（Ｕ－１５）サッカー新人戦 １部 優勝 

・日本クラブユースサッカー選手権（Ｕ－１５）千葉県大会 優勝２回 準優

勝１回 

・日本クラブユースサッカー選手権（Ｕ－１５）関東大会出場 ７回   

・日本クラブユースサッカー選手権（Ｕ－１５）全国大会出場 １回   

・日本クラブユースサッカー選手権（Ｕ－１５）デベロップ大会出場 １回  

・全日本ユース（Ｕ－１５）フットサル大会 千葉県大会 優勝 １回  

・全日本ユース（Ｕ－１５）フットサル大会 関東大会 優勝 １回   

・全日本ユース（Ｕ－１５）フットサル大会 関東大会出場 ５回   

・全日本ユース（Ｕ－１５）フットサル大会 全国大会出場 １回   

・千葉県ユース（Ｕ－１３）サッカーリーグ ２部在籍    

・千葉県ユース（Ｕ－１３）サッカー選手権大会 ３位 ４回  

  

ＳＰ－フッチサッカークラブ ジュニア 実績 

・千葉県少年サッカー選手権３年生大会    優勝 ２回 ３位 ３回 

・千葉県少年サッカー選手権４年生大会    ３位 １回 

・千葉県郡市代表選手権４年生大会      ３位 ５回 

・千葉県少年サッカー選手権大会５年生    準優勝 １回 ３位 ３回 

・東関東少年サッカー大会 ５年生の部出場 ３回  優勝 １回 

・千葉県郡市代表選手権５年生大会      優勝 １回 

・ＪＡ全農チビリンカップ大会 関東大会   準優勝 １回 

・ＪＡ全農チビリンカップ大会 全国大会   準優勝 １回 

・全日本少年サッカー大会 千葉県予選    ３位 １回 

・関東少年サッカー大会 出場        １回          

・ＪＡバンクカップＣＴＣ千葉県少年サッカー選手権大会 準優勝 １回 ３

位 ２回 

・バーモンドカップ全日本少年フットサル千葉県大会 優勝 ４回 

・バーモンドカップ全日本少年フットサル全国大会出場 ４回  

 

 

 



ＳＰ－フッチサッカークラブ出身者 

 

・八津川 義廣 

ホンユウサッカークラブ（現フッチサッカークラブ）→ジェフユナイデット千葉 

・羽田 憲司 

フッチスクール生→鹿島アントラーズ 

・財前 宣之 

フッチスクール生→読売ヴェルディ 

・田上 大地 

フッチスクール生→栃木ＳＣ（指定選手）→Ｖ・ファーレン長崎（在籍中） 

・岡庭 和輝 

ＳＰ－フッチサッカークラブＪｒ→ジェフユナイデット市原Ｊｒｙ→ジェフユナイ

デット千葉ユース→順天堂大学→アスルクラロ沼津 

・柏瀬 暁 

ＳＰ－フッチサッカークラブＪｒ→ＳＰ－フッチサッカークラブＪｒｙ→清水エス

パルスユース→清水エスパルス→TERU 1880 Dusseldorf（ドイツ５部在籍中） 

・新井 一耀 

市川ＦＣ→ＳＰ－フッチサッカークラブＪｒｙ→清水商業高校→順天堂大学→横浜

Ｆマリノス（Ｊ１在籍中） 

 

・中地 舞 

フッチレディース→日テレメニーナ→日テレベレーザ（元日本代表） 

・宮間 あや 

フッチボールＳｕｒｆ（兄弟チーム）→岡山 湯郷Ｂｅｌｌｅ（日本代表） 

・石井 咲希   

 ＳＰ－フッチサッカークラブＪｒ→浦和レッズレディースＪｒｙ→浦和レッズレデ

ィースユース→浦和レッズレディース→バニーズ京都 SC（在籍中） 

 

・日高 光啓 トリプルＡ（歌手） 

ＳＰ－フッチサッカークラブＪｒｙ出身 

 

ＳＰ－フッチサッカークラブＪｒからナショナルトレセンに選出 過去６名 

ＳＰ－フッチサッカークラブＪｒからＪクラブジュニアユースに 過去１６名 

ＳＰ－フッチサッカークラブＪｒｙからＪクラブユースに    過去７名 

 



ＳＰ－フッチサッカークラブ 応援グッズ販売のお知らせ！！ 

フッチ応援グッズで会場をオレンジ色にしましょう！！ 

選手全員に手紙を配りました。在庫なくなり次第終了となります。 

オレンジＴシャツ １４０・１５０・１６０  ２，２００円 

オレンジＴシャツ Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＯ     ２，５００円 

フッチオリジナルタオル 限定２００枚販売  １，３００円  

フッチ君袋                   ６００円 

ご注文は、指定の用紙にご記入し、事務所又はスタッフまでお問い合わせ下さい。 

 

 

 

 

 

オレンジＴシャツ 

 
フッチオリジナルタオル         フッチ君袋 

 

祝 
 

ＳＰ－フッチサッカークラブ所属選手  

千葉県トレセン選ばれました。 

 

Ｕ－１４ 片岡 駿太君 
（ＳＰ－フッチサッカークラブＪｒ→ＳＰ－フッチサッカークラブＪｒｙ） 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Ｕ－１４ 細見 浩次郎君 
（ＳＰ－フッチサッカークラブＪｒ→ＳＰ－フッチサッカークラブＪｒｙ） 

応援よろしくお願いします。 

 

フッチグランド人工芝リニューアルのお知らせ 

 

９月に降りました大雨の影響で、フッチグランドの一部が陥没してしまいました。現在、

ネットとコーンで陥没周辺を囲っております。選手の皆さんは、絶対に入らないよう注意

して下さい。 

 

工事期間が決定致しました。 

 

３月１日より電柱の移設・外壁の補修を行います。その期間は今まで通りコートを小さく

して行います。 

 

４月より人工芝の張り替え工事に移ります。４月末まで掛かる予定です。 

 

その期間は、フッチスポーツ Gが使用できなくなります。スクール活動や、フッチスポー

ツ Gでの練習は、場所を移したり、日にちを変更致します。その際は、こちらからご連絡

します。 

 

４月中のレンタル・R35は中止とさせて頂きます。 

 

工事中はトラックや、機材等が置くようになりますので、選手のみなさんは絶対に触らな

いようにして下さい。 

 

御利用者の方には、大変ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願い致します。 

 

行程に関してその都度御報告致します。 

 

今回、陥没個所を直す他に、人工芝の張り替えも一緒に行います。 

現在使用している砂入り人工芝ではなく、ロングパイルのゴムチップ入りの人工芝に張り

替えます。 

 



完成後は、スパイクシューズは禁止となります。今まで通りトレーニングシューズでのご

利用となります。 

 

皆様に喜んで使用して頂きたいと、スタッフ一同思っておりますので、よろしくお願い致

します。 

 

ＳＰ－フッチサッカークラブスタッフ一同 

 

 

イメージ画 

 

ＳＰ－フッチサッカークラブポスター掲載募集のお知らせ 

 

只今、SP-フッチサッカークラブのポスターを掲載して頂ける方を募集しています。 

 掲載方法 

 例 自宅のドア又は窓 

   マンションの掲示板 

   お勤め先の会社の掲示板 

   幼稚園・小学校・中学校の掲示板 

    

ポスター内容は、SP-フッチサッカークラブの宣伝内容となっております。SP-フッチサッ

カークラブをいろんな方々に知って頂ける為にポスターを作成しました。スタッフ一同も

いろんな企業に出向き広告宣伝活動を行います。会員の皆様にも協力をして頂きたいと思

っております。 

    

 希望者は、事務所又は担当コーチまでお知らせ下さい。貼って頂ける方には、フッチオリ

ジナルタオルをプレゼント致します。 

よろしくお願い致します。 



 

サイズは以下の通りです。ご希望のサイズでお渡しします。(ラミネート仕様) 

B3サイズ:364mm×515mm 

 B4サイズ:257mm×364mm 

 B5サイズ:182mm×257mm 

 

ご不明点等ございましたら、スタッフまでお問い合わせ下さい。 

 

 

 

関根総監督より 

 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxmYWl

ydWdvbmd5b3V5b25nfGd4OjY0OGJhYzNkMDVjYjQzY2U 

 

ソリアーノのつぶやき 

Ｑ：ホワイトデーはお返ししましたか？ 

「したよ。少しだけ！！！あめね。」 

 

Ｑ：第１４回 S-P.FUTE CUP 西川杯はどうでしたか？ 

 



「雨で大変だったなー。みんなやる気あってよかったよー。皆さん熱心で頭上がりません

って感じ。よかったよーやる気のあるチームで助かったよー」 

 

Ｑ：最近すぐに寝ちゃいますが、大丈夫ですか？ 

「寝ちゃう？ちがうよ。 両津勘吉みたいに１分寝れば回復するんだよ。そしたらお昼寝

の効果があるんだよ」 

 

Ｑ：２０１６年度の意気込みを教えて下さい。 

「えーー  ないって意気込みなんて。日々。一日一日なんとか生き延びるって感じだな

ー」 

 

２０１５年度お疲れ様でした。２０１６年度もメルマガを楽しませて下さい。 

年度末は忙しい為、字が汚いらしいです。とにかく忙しいソリアーノコーチ 

 

ＳＰ－フッチサッカークラブ メルマガのご案内 

SP-フッチサッカークラブのメルマガを毎月配信します。 

フッチメルマガ用のメーリングリストを作りましたので希望される方はご登録お願いしま

す。（どなたでも大歓迎！！） 

 

 



内容 

・ＳＰ－フッチサッカークラブの活動報告 

・今後の日程 

・ニュース、お知らせ 

・ソリアーノのつぶやき 

下記のＱＲコードを読み取り、登録作業をお願い致します。簡単に登録できます。 

◆ ＱＲコード読み込み 

   

◆ ＱＲコード読み取れない場合 

下記アドレスに空メールを送って下さい。 

「entry-futemm@e-adova.com」 

空メールを送るか、ＱＲコードを読み取って下さい。メールが返信来ましたら、URLをク

リックし、お名前を記入し、メルマガ配信にチェックをして下さい。 

メルマガはフッチホームページにてご覧になれます。 

 

最後まで見て頂きありがとうございます。最新の試合結果、お知らせ、日程等は、ＳＰ－

フッチサッカークラブホームページにて随時更新しておりますので、ホームページもご覧

下さい。 

・千葉県のサッカー情報は千葉県サッカー協会ホームページにて 

・市川市のサッカー情報は市川市サッカー協会ホームページにて 

ご覧になれます。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

SP‐フッチサッカークラブ メルマガ担当 タケコーチ 

住所：〒272-0802 

千葉県市川市柏井町 3-95-3 

電話：047-303-8150 

FAX：047-339-5712 

ホームページ  ：http://www.fute.jp 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

mailto:entry-futemm@e-adova.com
http://www.fute.jp/

