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【クラブ員紹介その8】

八ヶ岳フットボールクラブのホームページを新しくしました。 http://www.yatsugatake.football.ne.jp/

KE FOOT
TA

1

YATSUG
A

YASU通信 8
携帯をお持ちのご父兄の皆様八ヶ岳FCのウェブへアクセスしてください。
予定
http://www.yatsugatake.football.ne.jp/calendar/webcal.cgi
試合結果 http://www.yatsugatake.football.ne.jp/info/
掲示板
http://www.yatsugatake.football.ne.jp/bbs/epad.cgi
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田畑雅宏

小尾周平
1年 身長151センチ 体重 38キロ 足24センチ GK
好きな選手
カシージャス
好きなチーム スペイン
自己分析
明るい
ニックネーム シュウヘイ
今年の目標
失点を減らす
監督から一言 みんなが待っていた八ヶ岳の守護神 !
2年後は山梨の守護神へ!
渡辺優希
1年 身長158センチ体重 49キロ 足26.5センチ DF
好きな選手
平山
好きなチーム ジュピロイワタ
自己分析
おとなしい
ニックネーム ワタ、ゆうき
今年の目標
あきらめないでがんばる
監督から一言 ワタ!この1ヶ月で成長した選手の筆頭です。
このまま頑張って!

Y

新チームスタート!遠征、合宿も行い50試合を消化!

寺沢敏希
1年 身長148センチ体重 37キロ 足24センチ DF
好きな選手
ロナウド
好きなチーム ブラジル
自己分析
元気
ニックネーム オニ
今年の目標
点をとらせない
監督から一言 運動能力と頭の良さを感じます。
このままの気持ちで前進あるのみ!

【監督の独り言】

4/29静岡遠征:みんなでバスに乗って、
海を見て、歌を歌って????奇声に近かった、、、楽しかったね。

毎日、色々な人と出会いがあります。もちろん君達との出会いもその中の貴重な1っです。
先日、フットサルの日本代表の選手に会いました。その時の彼との会話をメモした田畑ノートからの一部抜粋です。
「時代は毎日変化していて、人が変われば、自分もまた変わらなければならないといつも思っています。」
「心が動いた人間は絶対成功すると俺は思います。同じ練習をやっていても結果は人それぞれになるわけですし、、」
「頑張るね〜っていわれるけど、俺は好きだから、頑張って当たり前と思っています。」、、、、さあ〜みんな頑張ろう!

◇ハーブカップ︵ 1,2
年生︶ 8/23,24,25
◇ハーブカップ︵ 2,3
年生︶ 8/8,9,10
◇強化合宿︵全員参加︶ 7/20,21,22,23

5/5河口湖合宿:大雨の中最後までドロドロで走りきりました。

二年生は多くなりますが全員参加してください
■夏期の合宿予定です︒予定を空けておいて下さい︒

4/29静岡三島遠征にて新チーム初の集合写真

3月下旬の春休みから今日まで毎週末試合をこなしてきました。
県内の強豪チームから、ヴェルディ相模原、ジュビロ浜松、図南群馬etc,,,試合を重ね、
静岡遠征、河口湖合宿ではチームとしても成長したと感じています。特に1年生は2ヶ月前の小学生の時から
人間的にも一段と成長したはずです。
これからは県リーグ戦や高円宮杯等公式戦が始まります。目の前の試合に勝つことも大切ですが諸君達は
もう解っているよね。マラソンと同じです。諸君達はスタートしたばかりです。
ゴールを目指して質の高い燃料に変化させながら確実に前進していきましょう。

■2004‑04‑17 (Sat) 富士見高原中学校
八ヶ岳B vs 富士見高原中A 負け 0‑3
八ヶ岳B vs 諏訪西中A
負け 1‑2
八ヶ岳C vs 諏訪西中B
分け 1‑1
八ヶ岳B vs 富士見高原中A 勝ち 2‑1
八ヶ岳B vs 諏訪西中A
負け 0‑1
八ヶ岳C vs 諏訪西中B
勝ち 1‑0
■2004‑04‑11 (Sun)第50回都留市町杯U‑15 都留文大グランド
八ヶ岳.FC vs エルドラード 負け
八ヶ岳.FC vs コモア
勝ち
■2004‑04‑10 (Sat)第50回都留市町杯U‑15 やまびこグランド
八ヶ岳.FC vs ヴァリェ都留
2‑1 勝ち
八ヶ岳.FC vs ヴァンフォーレ甲府 0‑4 負け
■2004‑04‑03 (Sat) 富竹中学校
八ヶ岳A vs ACアスミB 2‑0 勝ち
八ヶ岳B vs 富竹B
0‑3 負け
八ヶ岳A vs ACアスミA 0‑8 負け
■2004‑04‑01 (Thu) 新宿村
八ヶ岳B vs ヴァンフォーレ甲府B
30×3,0‑2,0‑3,1‑5
■2004‑03‑28 (Sun) 新宿村
八ヶ岳A vs FC.GONA A 4‑2 勝ち
八ヶ岳B vs FC.GONA B 3‑3 分け
■2004‑03‑27 (Sat) 韮崎東中学校
八ヶ岳B vs韮崎東中B 0‑2 負け
八ヶ岳B vsFC.GONA B 7‑2 勝ち
八ヶ岳A vs韮崎東中C 3‑1 勝ち
■2004‑03‑26 (Fri) 新宿村
八ヶ岳B vsフォルトゥナU‑13
30×3,0‑4,1‑2,1‑3
■2004‑03‑23 (Tue) 新宿村
八ヶ岳A vsフォルトゥナU‑14
30×3, 3‑1,2‑1 勝ち

■2004‑05‑15 (Sat) 花鳥の里
八ヶ岳A vs 御坂中A 分け 4‑4
八ヶ岳B vs 御坂B
分け 0‑0
八ヶ岳B vs 大月B
負け 0‑1
八ヶ岳A vs 大月A
負け 0‑2
■2004‑05‑04 (sat) 河口湖
八ヶ岳B vs ヴェルディー相模原 2‑1
八ヶ岳B vs 図南群馬
2‑1
八ヶ岳B vs ジュビロ沼津
1‑6
八ヶ岳A vs LAGO河口湖A
2‑2
■2004‑05‑05 (sun) 河口湖
八ヶ岳B vs ヴァリェ都留
5‑6 負け
八ヶ岳B vs リベルタージ
3‑3 分け
八ヶ岳A vs VF甲府2,3年
10‑0 勝ち
■2004‑05‑01 (Sat)
八ヶ岳A vs 富士見高原中A 負け 0‑2
八ヶ岳B vs 富士見高原中B 負け 1‑3
八ヶ岳A vs 長坂A
分け 0‑0
八ヶ岳B vs 長坂B
分け 0‑0
■2004‑04‑30 (Fri) 三島南中学校
八ヶ岳B vs 三島南中B 1‑1 分け
八ヶ岳A vs 三島南中A 2‑5 負け
八ヶ岳B vs 山田中B
3‑4 負け
八ヶ岳A vs 三島南中A 1‑1 分け
■2004‑04‑18 (Sun) 高根中学校
八ヶ岳B vs 富士見高原中A 負け 0‑1
八ヶ岳B vs 岡谷南A
勝ち 1‑0
八ヶ岳B vs 高根A
勝ち 2‑0
八ヶ岳B vs 高根A
勝ち 1‑0

その他、甲府西、白根巨摩、敷島
韮崎SC等が雨天中止となりました。

アゥェーでヴァリェ戦の勝利!頑張ったね。
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