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キリンチャレンジカップ 2017
10月10日
（火）19：30 K/O予定 日産スタジアム
日本代表 対 ハイチ代表
第97回天皇杯 準々決勝
10月25日
（水）19：00 K/O予定 ニッパツ三ツ沢
横浜Ｆ・マリノス 対 ジュビロ磐田

優勝

第 回横浜市春
季少年サッカー大
会は、４月９日に
開幕し、各クラス
で予選リーグ、決
勝トーナメントを
行い、７月１日ま
での各クラスの決
勝戦で約３か月に
亘る熱戦の幕を閉
じた。
U の部、U８
の部は各予選ブ
ロック２位までの
チームが、U の

部は横浜地区ＦＡリーグ、各
ブロック１位のチームが、
決
勝トーナメントに進んだ。
その結果、U の部決勝戦
では、あざみ野FCとの延長
戦まで行った接戦を制した横
浜F・マリノス が優勝した。
U の部決勝戦では、同じく
延長戦となりあざみ野FC ︱
Aとの接戦を制したバディー
ＳＣが２連覇を果たした。
U８の部ではＳＣＨ・ＦＣ
が、あざみ野FCを下し優勝
した。少女の部では３チーム
によるリーグ戦での結果、金
１０

沢ガールズが優勝した。
◎U８の部
☆三位決定戦
バディー １ １
FC本郷
SC
（３PK２）
☆決勝戦
SCH・
あざみ野
３ ０
FC
FC
◎U の部
☆三位決定戦
SCH・
横浜Ｆ・マ
２ ０
FC W
リノス
☆決勝戦
バディー ０ ０ あざみ野
SC
FC A
（１延長０）

Ｕ

◎U の部
☆三位決定戦
バディー
今宿少年
３ ０
SC
SC
☆決勝戦
横浜Ｆ・マ ０ ０ あざみ野
リノス （１延長０）
FC
◎少女の部
☆優勝決定リーグ戦
一本松
SH
１ ０
SC
ガールズ
金沢
SH
７ ０
ガールズ
ガールズ
金沢
一本松
４ ０
ガールズ
SC

バディー Ｕ

ＳＣＨ

横浜代表が優勝神奈川県チャンピオンシップ

春季少年サッカー大会のＵ ディーSCが、U ではSC
の部で上位チームは、第
H・FCが優勝した。
回神奈川県チャンピオンシッ
横浜代表としてチャンピオ
プ（U ）に、またU の部 ンシップに出場したチームは
の上位チームが、第９回神奈 下記の通り。
川県チャンピオンシップ（U U の部（順不同）
）に出場した。U ではバ ・田奈SC

３７

１２

１０

１２

この経験を生かしてほしい



田端 悠監督


毎年夏季に開催される日韓
ジュニアサッカー大会です

川体育協会
の皆様とは
サッカー 談
議をするこ
とで、お互い
をリスペクト
することが
できました。
今後も横
浜の選手と
仁川の選手
が良い経験
ができるよ
う継続し発
展 をしてい
き たいと 感
じ ま し た。
最 後 に この
ような事業
を用 意して
いただいた横
浜 サッカー
協会と横浜
市の関係者
の皆様に感
謝申し上げ
ます。

・今宿少年SC
・J FC FUTURO
・バディーSC
・あざみ野FC
・横浜F・マリノス
U の部（順不同）
・太尾FC
・大豆戸FC
・あざみ野FC
・SCH・FC
・横浜F・マリノス
・バディーSC

Pr

今年の８月・９
月は夏なのか梅雨
なのか分からない
日が続きました
が、この鬱陶しさ
を日本代表がワー
ルドカップロシア
大会の出場権を得る事で気を
晴らしてくれました 反面、
アジア予選最終試合は敵地で
サウジアラビア戦でしたが、
後半 分に得点を許し結果、
敗戦となってしまったのは残
念ですが、一位通過は果たし
ました。ともあれ、過去の対
戦
（Ｗ杯予選７試合）
では勝っ
たことのない豪州を破り、代
表選手の中では若い二人の選
手のゴールによる快勝でも
あった。Ｗ杯６大会連続出場
おめでとう！本大会は２０１
８年６月 日開幕ですが、本
大会までに国際試合が何回か
行われることでしょう ま
ずは 月に国内ではこれも強
化試合の一環ともなるキリン
カップが予定されています。
日には横浜でも試合があり
ます 代表選手の活躍を応
援しましょう。できれば、横
浜の拠点チームから代表選手
が選ばれるとうれしいのです
が…。また、この先、現ユー
ス世代の選手がどんどん代表
メンバーに加わる実力を養
い、代表チームの活性化に繋
がるように奮闘してもらいた
いものです。当然、ちびっ子
達も将来の代表選手を目指し
て練習や試合で頑張っている
ことでしょう。 
（Ｍ）

Pr

１２

Pr

が、2017年度は横浜が韓
国・仁川に行きAWAYでの
活動となりました。2002
年日韓ワールドカップ記念事
業として開催されている大会
に参加をすることができ選
手、スタッフ一同心より感謝
し、この遠征を良いものにで
きたと感じています。
サッカーを通して異文化に
触れ、日韓サッカーの発展に
向け良きライバルである韓国
の選手と戦うことができたこ
とでいろいろと感じることが
できました。球際のメンタリ
ティーや縦への推進力を利用
した攻撃では、横浜の選手た
ちも苦戦していました。その
中で横浜の良さである技術の
巧みさであったり、判断を重
視するプレーの中で相手から
主導権を取ることができ優勝
することができました。この
ような経験を選手スタッフ一
同、次に生かせるよう心がけ
ていきたいです。
また仁川サッカー協会、仁
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て相手に対応するのが大変で
した。韓国の選手は、最初の
懇親会で積極的に話しかけて
くれたので、すぐ仲良くなれ
ました。試合を終わった後も
一緒に話したり仲良くしてく
れていっぱい交流ができまし
た。韓国の選手とはお互い全
力でフェアプレーで戦うこと
ができたので良い経験になり
ました。サッカー以外の場所
でも、コーチに辛いものを食
べさせられたり、遊園地で絶
叫マシーンに乗ったりして韓
国の文化にも触れました。韓
国仁川の方々に親切にしても
らったので、不自由なく遠征
を終わることができたので仁
川の方々には感謝していま
す。この遠征が自チームでも
生かせるよう頑張ります。

高学年の部、U-12優勝チーム 横浜F・マリノスPr（上）
、白熱したU-12決勝戦 （下）
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友情育む交流試合

日韓ジュニアサッカー大会
これは、２００２ＦＩＦＡ
ワールドカップ記念事業とし
て毎年、横浜市と仁川広域市
の交互で開催されているもの
で今年は、横浜市からは選抜
された少年チームが訪
韓した。今年も試合を
通して深い友情が芽生
えた大会となった。訪
韓した選手と監督の感
想を紹介します。
……………………

韓国の
文化にも触れ
松本 和輝選手
韓国の選手はアグ
レッシブにプレーして
いて、日本の選手とは
プレーがちょっと違っ

１４

第44回 横浜市春季少年サッカー大会

横浜市・仁川広域市国際交
流事業２０１７日韓ジュニア
サッカー大会・交流会が８月
日から 日の４日間にわた
り開催された。
20
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年ぶりのリベンジなる

雨 天 試 合 で奮 戦 ‼
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Ｙ Ｆ Ａ シ ニ ア が参 加

ねんりんピック秋田

９月９日から 日の四日間
にわたって開催された『ねん
りんピック２０１７あきた』
に参加したＹＦＡシニアチー
ムは、ブロックの奈良県（１
対２）
、福島県（０対１）
、熊
本市（２対０）の三チームと
戦い、１勝２敗で初参加の平
成 年度と同様の銅メダルで
終了した。

富士ゼロックス神奈川㈱
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素晴らしい環境だと思いまし
た。
また、対戦して頂いた城東
サッカークラブのメンバーの
方々には気持ちよく対応して
頂き好印象を持ちました。
試合後の懇親会ではディ
フェンスが褒められるなど、
お互いの友情をさらに深める
ことができ、今年も韓国へ来
てよき思い出の１ページが追
加できました。

㈱ 横 浜 ア ー チ ス ト

暑い、熱い戦い‼

平成 年度第 回横浜市長旗争奪ジュニア
サッカー大会は６月 日、谷本公園で横浜市
の中学校並びにクラブチームのナンバーワン
シニア
を決める決勝戦がエスペランサＳＣとＦＣ
訪 韓
ヴィアージャの対戦で行われた。攻守ともに
激しい攻防戦となったこの一戦をエスペラン
２０１７年度 シニア訪韓
サＳＣが２対０で制し、優勝を飾りました。
チームが、７月 日に明洞に
エスペランサSC
ある定宿のサボイホテルに到
さらなる練習を キャプテン
着した。その日は、晴れ、気
玉井啓太君
温 度であった。
試合当日
（７
月 日）の朝は、気温 度に
下がっているが、大雨となっ
た。今年の会場は初めての場
所で、ソウル中心部から東に
位置する城東区鷹峰（ウンボ
ン）洞にある人工芝グラウン
ド。雨の降り続くピッチでの
準々決勝、準決勝となかなか点を取れない 試合だったが、遠征チームが
なかでエスペランサらしいサッカーで点を奪 勝利で終えることができた。
い優勝することができました。これに満足す この結果は久々で、ほぼ 年
ることなく、残りのリーグ戦や高円宮杯に向 ぶりのリベンジとなった。
（シニア訪韓：斎藤 功選手
けて練習に励んでいきたいと思います。
手記）
◆一般男子
優勝：八景ランドリー
【集合・出発】
二位：ＦＣＧａｕｃｈｏ
７月 日９時気温 度 サ
◆一般女子
ボイホテルより、朝から豪雨
優勝：ＦＣ小坂エルオンセＢ の中マイクロバスにてグラウ
二位：ＦＣ小坂エルオンセＡ ンドへ向かう。
◆小学男子
向かう車中で皆のスマホか
優勝：六浦毎日ＳＳ
らいきなりアラートが鳴り何
二位：Ｃ・Ｈ・Ｃ
事かと思えば「大雨警報」が
◆小学女子
発令されていました。
優勝：原ＦＣなでしこＡ
二位：金沢ガールズＵ

神 奈 川 新 聞 社
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ビーチハンドが競技として行
われている。また、このイベ
ント開催中にはビーチクリー
ン活動やビーチ宝探し、輪投
げなどのゲームも行われた。
今大会には小学男子 チー
ム、小学女子８チーム、一般
男子８チーム、一般女子８
チームが参加。それぞれのカ
テゴリーでリーグ戦を行い、
上位チームによる決勝戦を
行った。
結果は次の通り。

J F E 東日本ジーエス㈱

金沢海の公園で
２０１７ビーチサッカー大会
このビーチサッカーは、２
００８年の横浜開港１５０周
年を記念して開催されたビー
チスポーツフェスタの一環と
して行われたのが始まりで、
ビーチバレー、
ビーチテニス、

－

第52回 横浜市長旗争奪ジュニア大会

今回で 回目を迎えたビー
チサッカーは、８月５日、６
日の二日間、金沢区の海の公
園・ビーチにおいて、猛暑の
中で熱い戦いが繰り広げられ
た。

横浜マリノス㈱

－

－

今年は昨年と違い、地下鉄
「鷹峰駅」の近くのグラウン
ドで、毎年のことながら迷い
ながら 時前には到着。
「城
東サッカークラブ」と「韓国
遠征メンバー（ＹＦＡ）
」と
の試合（ 分４本）が開始さ
れました。
遠征メンバーは２人の欠員
がでて厳しい状況でしたが、 る。続けてヒロくんがペナル
中島さんのご子息、昨年と同 ティエリア内で山本さんとの
様、
重光さんの甥っ子の若手、 ワンツーパスを綺麗に決め３
そして現地で２名の助っ人を 点目。
含め 名プラス相手ＧＫをお 【３本目 ０ ０】
借りしました。
雨はかなり強くなり体に当
【１本目 １ １】
たる雨が痛いほどで、もはや
雨は止む様子も見せず１本 グラウンダーのパスは不可能。
両チームとも決定打はなく
目が開始された。人工芝のグ
ラウンドは、かなり水を含ん 無得点。
でいましたがこの時点ではま 【４本目 １ １】
だグラウンダーでのパスは８
雨が３本目の時より弱くな
割ほどは可能。
りグラウンドの水が少し引き
８分を過ぎたところで城東 パスが少し回せる状態のとこ
クラブの攻撃、ＧＫの左に ろもあり。
ボールが流れていたところ右
７分経過後、ＹＦＡ自陣で
から走りこんできた城東ＦＷ のパスが水たまりに止まった
に先取点を決められる。
ところを城東ＦＷにカットさ
その後、どちらも決め手が れそのままドリブルで２点目
ないまま 分 を決められる。
にYFA中島
両チームとも惜しいシュー
選手のご子息 トが何本かありましたが、
ヒロくんが個 分ＹＦＡ松浦さんの右ＣＫか
人 技 で 同 点 らのボールをそのままヘディ
ゴールを決め ングで４点目が決まる。
１ １で終了。
結局、最後まで雨は止むこ
【 ２ 本 目 ２ とはありませんでしたが４
０】
２で勝利することができまし
雨脚が気持 た。
ち弱くなり、 【結果 ＹＦＡ４ ２城東】
グラウンダー
城東クラブはグラウンドコ
のパスがまだ ンディションが良くなく、本
可能な中 分 来のパス回しができなかった
頃、重光さん と思いますが、それでもディ
がペナルティ フェンスの裏へ絶妙なボール
エリア内にド を何本も上げてきていたのは
リブルで持ち さすがの一言です。
込みそのまま
新しいグラウンドは雨も小
２点目を決め 降りになれば水がすぐに引き
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エスペランサSCが 優勝
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㈲ フ リ ー ス タ イ ル

㈱ 横 浜 シ ミ ズ
横 浜 食 品 開 発 ㈱
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