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キャプテン のよろこび の声
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かったです。キャプテンとし
ては全体をみて、チームを支
えられるように努力して次の
大会も全員サッカーで戦い、
優勝を勝ち取りたいです。

保坂 俊哉

●バディーSC ●

〇印象に残った試合＝ベスト
８のＳＣＨ戦でＰＫ戦のとき
は緊張したけど、勝ったとき
はすごくうれしかったです。
〇キャプテンとして心掛け
たこと＝試合中に声を出し
てチームを盛り上げました。
〇優勝のよろこびの声＝バ
ディーＳＣの２年生と秋葉先
生、鈴木先生と 人で優勝で
きてすごくうれしいです。こ
れからもみんなで色々な大会
で優勝したいです。

U８の部

君

涼弥
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んなことがあっても皆が下を
向かないように盛り上げた
り、試合中にたくさん声を出
したりしました。
この仲間とチームが初優勝
できたことは本当に嬉しかっ
たです。

今村

●SCH・FC

ぼくは、春の市大会の時に
このグラウンドでくやしい思
いをしました。次、ここで試
合をするときは笑顔で終わり
たいと思い、チ―ムメートと
練習に取り組んできました。
決勝トーナメントになって
からは、点がなかなか入らな
くて苦しい試合が続きまし
た。だれかがミスをしてもみ
んなでカバーしあって最後ま
であきらめずに戦ったから、
優勝することが出来たと思い
ます。
一番心に残った試合は、準
決勝のＳＣＨＦＣ―Ｂ戦で
す。おたがいにみんなのこと
をよく知っているから、戦い
にくい相手でした。でも、い
つもいっしょに練習している
仲間達との試合はとても楽し

−

奥谷 虎 の介

僕たち大豆戸ＦＣは、２年
生、４年生、６年生と市大会
や県大会で最後の最後で悔し
い思いをしてしまうことが多
くて、今回は絶対優勝したい
という気持ちが強く毎日練習
に励みました。
春からのＪＦＡは長い大
会、辛くギリギリの試合もあ
りましたが、やっとここまで
きた市大会準決勝は、大会で
は勝ったことのないＳＣＨで
す。最後の 秒まで一点差で
負けていたけれど、皆は諦め
ずに何とか得点することがで
きＰＫ。ＰＫで勝利できまし
た。秋の市大会決勝は、春に
負けたマリノス。怪我人が２
人も出てしまい、最初は大丈
夫かなと思ってしまったけ
ど、当日は逆にこの２人がい
ないからこそ頑張ってやろう
という意志が強くなりました。
試合は中々得点が入らない
試合だったけど、相手のオウ
ンゴールもあり僕たちの気合
勝ちだと思います。キャプテ
ンとして心掛けたことは、ど
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●篠原つばめSC ●

佐藤 和奏

私が一番心に残ったのは
決勝トーナメントの２試合
です。この日は雨でプレーが
進みませんでした。そんな
中、２試合ともチームメイト
が素晴らしいゴールを決めて
くれました。２得点ともパス
からのセンタリングに合わせ
たシュート！という形でし
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た。いつもならセンタリング
に合わせる人がいませんでし
たが、監督が水曜に平日練習
を増やして下さったことで、
パスが段々つながる様になり
今回の試合結果につながりま
した。私がキャプテンとして
心がけた事はみんなの事を知
る事です。優勝が決まった時
は思わず飛び上がって喜びま
した。優勝できたのは監督や
コーチの方々が指導をしてく
れたおかげです。また、チー
ムの男子達もヘディングのコ
ツやアウトキックでボールを
巻く技をアドバイスしてくれ
ました。この大会を終えて改
めて「つばめ」は最高のチー
ムだと思いました。
「つばめ」
は正真正銘のワンチームです。

最高の盛り上が
りをみせたラグ
ビーワールドカッ
プも、日本代表が
大会前の目標であ
るベスト８入りを
達成し、南アフリ
カの優勝で幕を閉じました
日本中が歓喜し、ラグビーを
知らなかった人々もテレビに
釘付けになり、老若男女がラ
グビーの話題で盛り上がって
いました。２００２ＦＩＦＡ
日韓ワールドカップを思い出
しました。あの時も日本国中
が熱狂し、サッカー一色でし
た 今回のラグビーでは大
会中に季節外れの台風により
試合が中止になり、関東や東
北地方では甚大な被害を受
け、多くの方々が被災しまし
た。また県内のサッカー施設
も多く被災しサッカーゴール
が流さたり、水没し今も使用
出来ない施設があります。被
災地域の方々を勇気づけるた
めにサッカー界も「ＯＮＥＴ
ＥＡＭ」で、２０２０オリン
ピック・２０２２ＦＩＦＡ
ワールドカップ最終予選など
ビッグイベントで選手・指導
者・審判・サポーターが一丸
となって頑張りましょう。（Ｍ）
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２０１９年のＪリーグは、
横浜Ｆ・マリノスが 年ぶ
り４度目のリーグ制覇。横
浜ＦＣもＪ１昇格を決めた。
この〝 横浜サッカー〟の快
挙は、横浜サッカーファン
のみならず市民の大きな喜
びともなった。
来シーズンは、連覇をめ
ざし〝チャンピオン〟横浜Ｆ・
マリノスの戦いぶり、横浜
ＦＣの新たな挑戦が期待さ
れる。早くも両者が戦う〝横
浜ダービー〟
が楽しみである。

Ｕ はＪＦＡ．Ｕ サッ
カーリーグ（後期）と、ＪＦＡ
全日本Ｕ
サッカー大会神
奈川県中央大会出場を決める
予選会を兼ねている。
その結果、Ｕ
１
部決勝戦では、大豆戸
ＦＣが横浜Ｆ・マリノ
スＰｒを１ ０で倒し
優勝した。また、Ｕ
２部ではＦＣカルパ
が文庫ＦＣとの熱戦を
制し優勝した。少女の
部では篠原つばめＳ
Ｃ、Ｕ ８の部ではバ
ディーＳＣが共に春秋
連覇を達成した。Ｕ

－

－

－

－1

回国際チビッ子サッカー大会

少女の部

け９月８日に開幕した。
各クラスの上位チームで決
勝トーナメントを行い、 月
日のＵ 、Ｕ８、少女の部
の決勝戦で約３か月に亘る熱
戦の幕を閉じた。
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第
ＳＣＨ・ＦＣ-Ｗ

第 回国際チビッ子サッ
カー大会は、年号が変わり令
和となって、初めての大会と
なった。Ｕ とＵ について
は、
春季大会の成績をもとに、
予選リーグを１部と２部に分
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第45回横浜少年サッカー大会（市長杯）
１月５日
（日）10：00 開会式 日産フィールド小机
新春サッカーフェスティバル
１月13日（月・祝） 横浜スタジアム
８：50〜 ガールズサッカー教室
10：30〜 マリノスサッカー教室
11：40〜 中体連選抜 vs Jrユース選抜
12：50〜 高校選抜（北）vs 高校選抜（南）
14：25〜 社会人交流戦
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ＪＦＡ第 回全日本Ｕ
サッカー選手権大会神奈川予
選が 月 日、厚木市の荻野
運動公園競技場で行われた。
前年度の全国大会優勝チーム
が神奈川県のチームだったた
め、神奈川県から２チームが
全国大会に出場する。
準決勝戦には、トーナメン
ト戦を勝ち残ってきた横浜
Ｆ・マリノスプライマリーと
バディーＳＣの横浜からの二
チームが残った。
Ａピッチでは横浜Ｆ・マリ
ノスプライマリーはＦＣ中原
（川崎市）と戦い、横浜Ｆ・
マリノスプライマリーが前半
早々に先制点を取り、ＦＣ中
原の猛攻を受けながらも終
始、自分たちのいつものサッ

カーを続けて７ ３で勝利、
全国大会への切符を手に入れ
た。
Ｂピッチでは同時刻に、バ
ディーＳＣが昨年度の全国制
覇者の川崎フロンターレＵ
（川崎市）と全国大会出場
を賭けキックオフ、前半はお
互い譲らず０ ０で折り返
し、後半に川崎フロンターレ
に先制点をゆるしたが攻め続
けて中盤に同点に追いつき、
攻撃の手を緩めることなく攻
め続けて終了間際に逆転、粘
りのサッカーをみせ２ １で
川崎フロンターレを下し、全
国大会出場を決めた。
月９日から 日にかけて
横浜勢同士となった決勝戦 和歌山県で開催された、第
は、４ １で横浜Ｆ・マリノ 回全国健康福祉祭和歌山大会
スプライマリーが優勝した。 （ねんりんピック和歌山２０
１９）に、政令指定都市・横
浜市から 代チームのメン
バーの中から構成する「横浜
シニア 」が横浜市の代表と
して参加してきました。
初日の９日は開会式が、和
歌山市の紀三井寺公園陸上競
１２

ねんりんピック和歌山2019大会
３２
の３位から５位チームが５位
から 位までの順位決めトー
ナメント戦を行った。
優勝：篠原つばめ
準優勝：横浜ウインズ
第 位：原ＦＣなでしこ
第 位：一本松ＳＣ

技場で行われた。
横浜市は「和歌山県Ｂ・島
根県・高知県」の各代表チー
ムと、Ｃグループに属し、横
浜チームの初戦は翌 日に、
島根県チームと上宮田スポー
ツセンター（球技場）での対
戦となった。
当日は、好天に恵まれ、試
合開始。前半３分、自陣の中
央から島根のミドルシュー

金沢ガールズが制覇

第６回すずらん少女
サッカー大会

ト、キーパーの頭上を越え
ゴールを許す。 分、佐藤か
らの縦パスを中川原が抜け出
しキーパーをもかわして、
シュートするがボールはゴー
ル右外に流れてしまった。後
半３分、中央から長尾、藤田
と渡り藤田が中央突破を試み
相手ＤＦと潰れたところ、こ
ぼれ球を中川原が拾いシュー
トしゴール、
同点に追いつく。
分、フリーキックを長尾が
直接狙ったがＤＦのヘディン
グで防がれ、逆転することは
できず初戦は勝ち点１となる。
大会２日目、朝から雨で、
開始前の練習中には降られる
が、雷鳴もあり、様子見の為、
試合開始を 分遅らせたこと
により運良く雨は上がった。
和歌山戦は前半８分左からの
中川原のＦＫはサイドネット
でゴールならず。後半４分丹
の中央からのシュートはキー
パー正面。 分、峰からのパ
スを受けた藤田がドリブルで
中央突破を試みるがＤＦに阻

１４

ピッチいっぱいの
元気な子 キッズ大会

まれる。 分中央からの峰の
シュートもキーパー正面。試
合を有利に進めるもノーゴー
ル引き分けとなった。
午後の高知戦は天候も回復
し快晴のもとキックオフ。前
半２分、中川原が右から鋭く
切れ込み中央の長尾にパスす
るも合わず。 分、中央から
の相手シュートを相原がセー
ブ。後半７分、峰からの縦パ
スで藤田が抜け出しシュート
するもキーパー正面。８分、
長尾が右から持ち込んだとこ
ろ相手ＤＦに倒されＰＫを得
る。長尾が自らこのＰＫを決
め勝利を大きく引き寄せた。
その後、残り時間をＤＦが懸
命に守り初の勝利となった。
結果、１勝２分けでＣグルー
プ準優勝となった。
今回はうれしいことにメン
バーの田中健次氏が、初日の
開催地（上宮田町）の町長と
誕生日（ 月 日）が同じで
あることで、特別賞が贈呈さ
れた。 報
 告・杉浦孝一選手
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神 奈 川 新 聞 社

１４

市内の園児を対象とした
キッズ大会が９月 日しんよ
こフットボールパークで開催
された。
この大会には 団体 チー
ム、４４０名の元気なちびっ
こが参加。秋晴れの下、父母
のみならず、祖父母まで応援
に駆け付け、ファイトあふれ
るプレーが繰り広げられた。
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上位３チームはＪＡ全農杯
第 回神奈川県Ｕ 少年サッ 篠原つばめ が優勝
カー大会兼関東大会予選に出
第 回カトレア杯
場する。
少女サッカー大会
優勝：バディーＳＣ（南区）
準優勝：大豆戸ＦＣ
（港北区）
第 回カトレア杯少女サッ
３位：あざみ野ＦＣ
（青葉区） カー大会が９月８日、 日の
二日間にわたり玄海田公園運
バディー 、
あざみ野
動広場で行われた。
が関東大会へ
同大会は、 チームが参加
し、初日に５チーム２ブロッ
クに分けて予選リーグを行
い、２日目は予選リーグの結
果からブロックの上位２チー
ムで１位から４位、ブロック

１０

１１

県大会では、バディーＳＣ
が優勝、あざみ野ＦＣが準優
勝し関東大会に出場すること
となった。

１１

２８

３２

１０

２０１９年度第６回すずら
ん少女サッカー大会が、 月
日、 月４日の２日間
にわたり、玄海田公園運
動広場で行われた。
この大会は、少女サッ
カーの育成と発展を目指
すとともに、チーム相互
の親睦を図ることを目的
とし、４種登録チームの
４年生までの構成となる。
１日目に参加６チーム
の総当たりでリーグ戦前
半を行い、２日目はリー
グ戦後半として、前後半
の合計点により順位を決
める。
総合順位は次の通り。
優 勝：金沢ガールズ
準優勝：青葉ガールズ
３ 位：緑ピクシーズ
２７

60代チーム健闘！
６０

６０

－
１２

FＣ

１１

１０
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１１

４３

２４

ＳＣ

－

２３

第 回横浜市 区代表
Ｕ サッカー大会

第１４回神奈川県地域対抗サッカー大会

ＳＣ

１０

ＳＣ

全国大会に出場する両チーム

－

第43回全日本Ｕ-12サッカー選手権大会神奈川予選

優勝 バディー （南区）

横浜猛蹴LEGENDが優勝！

27

２７

18

横浜代表

17

第１４回神奈川県地域対抗サッカー大会が１１月の３週
にわたり開催された。横浜市代表として横浜猛蹴
LEGENDが出場し、見事優勝した。
１回戦 ３－０ 横須賀蹴友会（横須賀市）
２回戦 １－１PK ４－１ LIBERAL（綾瀬市）
準決勝 ３－０ 大和FC（大和市）
決 勝 １－０ エブリサ藤沢セカンド（藤沢市）

11 11

11 16

昨年度までのＮＨＫ杯が、 ねている。
１日目は４チーム５ブロッ
大会名称が変わり、横浜市
区代表Ｕ サッカー大会兼神 クの予選リーグを行い、各ブ
奈川県Ｕ 少年大会予選とな ロック１位の５チームと２位
り、 月３日、４日の２日間 （ワイルドカード）の３チー
にわたり、しんよこフット ム計８チームが２日目の決勝
トーナメントに進出した。
ボールパークで行われた。
決勝戦は１ ０でバディー
この大会は 区の５年生の
代表チームによる８人制の大 ＳＣが、３位決定戦では３
会で、 月開催の県大会、横 ０であざみ野ＦＣが、勝利し
浜市代表を決める予選会を兼 た。
－

横浜から2チームが代表に
横浜Ｆ・マリノスプライマリー、
バディーSCが全国大会へ
１１

１２

１１

横 浜 食 品 開 発 ㈱

横浜マリノス㈱
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