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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 「4歳」 
 
質問  「サッカーを始めたきっかけは？」 
コーチ 「兄がサッカーをしていたことと、幼稚園にサッカーチームが  
      あったこと」 
 
質問  「子供の頃はどのくらい練習していましたか？」 
コーチ 「リフティング・ドリブルは毎日。家の中でも外に出かけるときも 
      常にボールは持っていた」 
 
質問  「どうしたらプロになれますか？」 
コーチ 「とにかくボールに触る！！！」 
 
質問  「勉強は好きですか？」 
コーチ 「好きです！」 
 
★スクール生に一言！！！★ 

・常に目標を持ってサッカーに取り組んでほしい！ 
 例）いつまでにリフティング何回…など 
・毎日ボールに触れてほしい！！ 
・サッカーを楽しんでほしい！！ 

スクールコーチに聞いてみよ～ 
氏名       サントス 
フリガナ     サントス 
背番号     33 
ポジション    DF 
生年月日    1987年03月31日 
出身地     ブラジル 
ニックネーム  サンちゃんコーチ 
 

質問  「好きな食べ物は何ですか？」 
コーチ 「焼肉」 
 
質問  「何歳からサッカーを始めましたか？」 
コーチ 「10歳です」 
  
質問  「サッカーを始めたきっかけは？」 
コーチ 「兄がプロサッカー選手だったので、自然とサッカーを 
      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日中してました」 
 
質問  「どうしたらプロになれますか？」 
コーチ 「強い気持ちを持つことです」 
 
質問  「勉強は好きですか？」 
コーチ 「好きです！」 
 
★スクール生に一言！！！★ 

皆さん頑張ってください！応援しています！ 

福島校U-9（火）クラス 

福島校U-9（水）クラス 

福島校U-12（火）クラス 

福島校U-12（水）クラス 

担当コーチ：★輪笠 祐士 
         （わかコーチ） 
        ★サントス 
         （サンちゃんコーチ） 
         

氏名       輪笠 祐士 
フリガナ     ワカサ ユウジ 
背番号     29 
ポジション    MF 
生年月日    1996年02月09日 
出身地     東京都 
ニックネーム  わかコーチ 
 

担当コーチ：★輪笠 祐士 
         （わかコーチ） 
        ★サントス 
         （サンちゃんコーチ） 
         

担当コーチ：★三橋 秀平 
         （みつコーチ） 
        ★武 颯 
         （たけコーチ） 
        ☆川上 翔平 

※当日はみつコーチが怪我のため、
かわコーチが来てくれました 
         

担当コーチ：★三橋 秀平 
         （みつコーチ） 
        ★武 颯 
         （たけコーチ） 
        ☆川上 翔平 

※当日はみつコーチが怪我のため、
かわコーチが来てくれました 
         

元気がよく 

挨拶もしっかり！！ハイ
タッチの多い 
楽しいクラス☆ 

技術向上・ゴールが決ま
るとみんなで喜ぶ！！ 
一体感のあるクラス☆ 

サッカーが大好きでたまら
ない！！ 

転んでも負けない強いクラ
ス☆ 

最後の片付けまでみんな
できっちり！！元気いっ
ぱいの高学年クラス☆ 
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 J3リーグは第24節まで終了し、7勝5敗11分
で勝ち点32、現在8位の福島ユナイテッドFC。 
 ここ3戦勝ちなしで順位は落としているもの
の、前節Y.S.C.C.横浜戦では多くのチャンスを
作りだし大きな期待を抱かせてくれました。 
 残り試合はあと9試合。サポーター、選手
が一丸となって上位進出を目指そう！！ 

質問  「好きな食べ物は何ですか？」 
コーチ 「フルーツ・サラダ・お肉」 
 
質問  「何歳からサッカーを始めましたか？」 
コーチ 「3歳」 
 
質問  「サッカーを始めたきっかけは？」 
コーチ 「幼稚園のサッカー体験」 
 
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、朝昼晩の食事、お風呂以外全ての時間」 
 
質問  「どうしたらプロになれますか？」 
コーチ 「常にサッカーのことを考えて行動できるか」 
 
質問  「勉強は好きですか？」 
コーチ 「サッカー以外の勉強は嫌いです・・・」 
 
★スクール生に一言！！！★ 

「人として1番であれ！」 

あいさつ・ルールなど当たり前のことを徹底してやりま
しょう！！ 

質問  「好きな食べ物は何ですか？」 
コーチ 「卵です」 
 
質問  「何歳からサッカーを始めましたか？」 
コーチ 「4歳です」 
 
質問  「サッカーを始めたきっかけは？」 
コーチ 「通っていた幼稚園にサッカーチームがあったのが 
      きっかけです」 
 
質問  「子供の頃はどのくらい練習していましたか？」 
コーチ 「毎日ひたすら練習していました」 
 
質問  「どうしたらプロになれますか？」 
コーチ 「たくさん練習すればなれます」 
 
質問  「勉強は好きですか？」 
コーチ 「嫌いです・・・」 
 
★スクール生に一言！！！★ 

一緒にサッカーを楽しみながら沢山練習して上手くなり
ましょう！！！ 

氏名       武 颯 
フリガナ     タケ ハヤテ 
背番号     9 
ポジション    FW 
生年月日    1995年07月17日 
出身地     神奈川県 
ニックネーム  たけコーチ・はやてコーチ 
 

氏名       川上 翔平 
フリガナ     カワカミ ショウヘイ 
背番号     41 
ポジション    MF 
生年月日    1995年05月17日 
出身地     東京都 
ニックネーム  かわコーチ 
 

サッカーク～イズ 

第1問：サッカーで基本的に使ってはいけない体の部位はどこでしょう？ 
 
第2問：サッカーは1チーム何人で行うスポーツでしょう？ 
 
第3問：自陣のゴールに入れてしまうことをなんというでしょう？ 
 
第4問：1人の選手が1試合で3点を取ることをなんというでしょう？ 
 
第5問：福島ユナイテッドFCのエンブレムになっている鳥の名前は？ 

～みんなはいくつ答えられるかな？だんだん難しくなってくよ～ 

それではキックオフ！！！（ピピー！） 

答え：①手 ②11人 ③オウンゴール ④ハットトリック ⑤フェニックス 

ゴールデンエイジって？！ 

●ゴールデンエイジ 
U-10からU-12年代は心身の発達が調和し、動作習得に

最も有利な時期とされています。集中力が高まり運動学
習能力が向上し、大人でも難しい難易度の高い動作も

即座に覚えることができるこの期間を「ゴールデンエ
イジ」といい、世界中どこでも非常に重要視され、サッ
カーに必要なあらゆるスキル（状況に応じて技術を発揮
すること）の獲得に最適な時期として位置づけられてい
ます。 
ちなみに～ 
9歳までを“プレ・ゴールデンエイジ”といい、9歳までにい

ろいろな動作を経験し、神経回路を様々な方面から刺
激することが大切です。同時に自分なりにサッカーの楽
しさを見つけていく期間でもあります。 

節 日時 対戦チーム スタジアム

25 9/30（日）13：00 グルージャ盛岡 いわスタ

26 10/7（日）13：00 FC東京U-23 とうスタ
27 10/13（土）18：00 FC琉球 タピスタ
28 10/21（日）14：00 ザスパクサツ群馬 正田スタ
29 10/28（日）13：00 ガイナーレ鳥取 とうスタ

9・10月　【試合日程】

節 日時 対戦チーム スタジアム 結果

20 8/25（土）18：30 カターレ富山 富山 ☓3-1

21 9/2（日）15：00 セレッソ大阪U-23 とうスタ ○1-0
22 9/8（土）19：00 鹿児島ユナイテッドFC 白波スタ ☓2-1
23 9/16（日）15：00 AC長野パルセイロ とうスタ △1-1
24 9/23（日・祝）14：00 Y.S.C.C.横浜 BMWスタ ☓0-1

8・9月　【試合結果】

今月のうんちく 

※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！！！ 
 


