
クラス紹介 第3弾 次はどこのクラスかな？お楽しみに★ 

福島ユナイテッドFCサッカースクールクラス紹介 
ふく しま しょう かい 

しょう かい だい  だん つぎ たの 

福島ユナイテッドFC サッカースクールニュース                                                                                        2018.10 Vol.3 

相馬校U-9クラス 

須賀川校クラス 

相馬校U-12クラス 

福島校（木）U-9クラス 

【相馬校 担当コーチ】 
☆寺前 光太（てらコーチ） 
☆和田 響稀（ひびきコーチ） 
 

福島校（木）U-12クラス 
【福島校（木） 担当コーチ】 
☆渡辺 哲（さとコーチ） 
☆池田 昌生（まさきコーチ） 
 

【須賀川校 担当コーチ】 
☆渡辺 哲（さとコーチ） 

☆事務局からのお知らせ☆ 
特定活動非営利法人福島ユナイテッドスポーツクラブの理事長が変更となりました。 

竹鼻 快 → 栁原 裕 

11/3（土・祝）  
 親子ふれあいサッカー教室 IN 鳥見山公園多目的広場  
 13：00～14：00 
11/18（日） 
 日産プリンス福島×福島ユナイテッドFCサッカー教室 IN とうほう・みんなのスタジアム 
 10：00～11：00 
11/25（日） 
 親子ふれあいサッカー教室 IN とうほう・みんなのスタジアム  
 10：00～11：00 
12/16（日）  
 福島ユナイテッドFCサッカースクール蹴り納め IN 信夫ヶ丘陸上競技場  

 
どんどん参加してねぇ！！ 

待ってま～す！ 
お申込みは、福島ユナイテッドFC公式HP or アトレータ

にて！ 

大比良 圭太（ひらコーチ） 
☆アカデミーU-15コーチ 
☆伊達校コーチ 

2年生～6年生で

みんな仲良く、楽
しくサッカーに取り
組んでます！ 

お母さんたちの熱
い声援を受けて
みんなサッカー上

達中！！ 

みんなサッカー大
好き！いつも真剣
に本気で取り組ん

でます！ 

寒くても半袖！
レベルの高い練
習をマンツーマ
ン指導☆ 

寒さに負けず、 

声を掛け合いな
がら、楽しそうに
活動しています☆ 



TOP
ト ッ プ

チーム試合
し あ い

情報
じょうほう

 

質問  「好きな食べ物は何ですか？」 
コーチ 「親子丼」 
 
質問  「何歳からサッカーを始めましたか？」 
コーチ 「4歳」 
 
質問  「サッカーを始めたきっかけは？」 
コーチ 「友達に勧められて始めました」 
 
質問  「子供の頃はどのくらい練習していましたか？」 
コーチ 「1日3～4時間練習していました！」 
 
質問  「マイブームはなんですか？」 
コーチ 「自分で夜ご飯を作ることに、ハマっています。 
      チンジャオロースが得意です！」 
 
質問  「休みの日は何をしていますか？」 
コーチ 「ゲームをするか、サッカーの試合を観ています」 
 
★スクール生に一言！！！★ 

 練習すればするほど、サッカーが面白くなって、 
 上手になります。 
 みんなで楽しくサッカーをやりましょう！！！ 
 

氏名       和田 響稀 
フリガナ     ワダ ヒビキ 
背番号     19 
ポジション    FW 
生年月日    1999年06月16日 
出身地     神奈川県 
ニックネーム  ひびきコーチ 
 

氏名       池田 昌生 
フリガナ     イケダ マサキ 
背番号     27 
ポジション    FW 
生年月日    1999年07月08日 
出身地     大阪府 
ニックネーム  まさきコーチ 
 

※コーチへの質問は月1回、アトレータにて募集しております！！！ 
 

スクールコーチに聞いてみよ～ 

氏名       寺前 光太 
フリガナ     テラマエ コウタ 
背番号     34 
ポジション    DF 
生年月日    1995年07月09日 
出身地     奈良県 
ニックネーム  てらコーチ 
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 J3リーグは第29節まで終了し、7勝9敗12分
で勝ち点33、現在10位の福島ユナイテッド
FC。ここ8戦勝ちなし、と終盤に来て調子を落
としているユナイテッド。残り試合はあと4試
合。一つでも上の順位を目指すために, 
今こそ一丸になって闘う時！！ 
残り4節みんなでともに闘おう！！ 

質問  「好きな食べ物は何ですか？」 
コーチ 「寿司」 
 
質問  「何歳からサッカーを始めましたか？」 
コーチ 「年少」 
 
質問  「サッカーを始めたきっかけは？」 
コーチ 「気がついたらやってた」 
 
質問  「子供の頃はどのくらい練習していましたか？」 
コーチ 「学校の前、学校の後」 
 
質問  「マイブームはなんですか？」 
コーチ 「お風呂にゆっくり浸かること」 
 
質問  「休みの日は何をしていますか？」 
コーチ 「出かけるか、家でゆっくりするか」 
 
★スクール生に一言！！！★ 

 毎日ボールを蹴ってください！！ 
 そして一生懸命、楽しく！！ 

質問  「好きな食べ物は何ですか？」 
コーチ 「フルーツ」 
 
質問  「何歳からサッカーを始めましたか？」 
コーチ 「幼稚園」 
 
質問  「サッカーを始めたきっかけは？」 
コーチ 「兄貴」 
 
質問  「子供の頃はどのくらい練習していましたか？」 
コーチ 「昼から日が暮れるまで」 
 
質問  「マイブームはなんですか？」 
コーチ 「映画鑑賞」 
 
質問  「休みの日は何をしていますか？」 
コーチ 「買い物」 
 
★スクール生に一言！！！★ 

 できないことから逃げないで、 
 頑張りましょう！！ 

節 日時 対戦チーム スタジアム

30 11/3（土・祝）13：00 藤枝MYFC 藤枝サ

32 11/18（日）13：05 ガンバ大阪U-23 とうスタ
33 11/25（日）13：00 ブラウブリッツ秋田 とうスタ
34 12/2（日）13：00 ギラヴァンツ北九州 ミクスタ

11・12月　【試合日程】

9・10月 【試合結果】 

節 日時 対戦チーム スタジアム 結果 

24 9/23（日・祝）14：00 Y.S.C.C.横浜 BMWスタ ☓0-1 

25 9/30（日）13：00 グルージャ盛岡 いわスタ △2-2 

26 10/7（日）13：00 FC東京U-23 とうスタ ☓0-2 

27 10/13（土）18：00 FC琉球 タピスタ ☓3-0 

28 10/21（日）14：00 ザスパクサツ群馬 正田スタ ☓1-0 

29 10/28（日）13：00 ガイナーレ鳥取 とうスタ ×3-4 


