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Ｆ・マリノス プレシーズンマッチ
対マンチェスターユナイテッド
７月23日
（火）19：20Ｋ／Ｏ 日産スタジアム
全日本クラブユース選手権 決勝
８月３日
（土）18：00Ｋ／Ｏ ニッパツ三ツ沢
第52回日朝親善サッカー大会
８月10日
（土）三ツ沢陸上
８月17日
（土）ニッパツ三ツ沢

平成25年度事業計画

公益性を捉え

１

一層の事業推進へ
会員総会、社会人総会開く
利用禁止となったところもあ ＲＥＲＯ港北 １Ｄ 品川Ｃ
Ｕ︱ 強化試合 など り、チーム代表者が集まった Ｃ横浜 ２Ａ 若葉台ＦＣ
総会で再度注意が促された。 ２Ｂ 藤の木ＳＣ ２Ｃ エ
臨時会員総会
リーグ表彰式では会長より スペランサＦＣ ２Ｄ ＥＴ
一般社団法人横浜サッカー 優勝チームに賞状と記念品の Ｅ ︱ＤＡＮＧＥＲ ３Ａ Ｍ
協会は３月 日午後６時 分 ボールが手渡された。
ｒ．
Ｂａｈｉｎｏｓ ３Ｂ・
平成 年度市民リーグ優勝 ＦＣドミンゴ ３Ｃ オロナ
から、かながわ県民センター
で平成 年度臨時会員総会を チームは次の通り。
グーナ横浜 ３Ｄ ＧＥＯ︱
１Ａ 美蹴団新横浜 １Ｂ Ｘ ＦＣ ３Ｅ ＳＣＨ Ｆ
開き、平成 年度事業計画、
港北ＦＣ １Ｃ ＶＥＲＤ Ｃ
平成 年度収支予算について
審議、決定した。
事業計画では、一般社団法
人としての公益事業が取り入
れられ、前年度からのＵ︱
第 回横浜少年サッカー大会（市長杯）
育成リーグ、Ｕ︱ 育成リー
グ、Ｕ︱ 強化試合や生涯ス
１月５日、
横浜スタジアムで ナメントを戦い、決勝で横浜
ポーツ教室が継続実施され 行われた開会式で幕を開けた ＦマリノスＰが激戦の末、黒
る。また、キッズから、少女、 第 回横浜少年サッカー大会 滝ＳＣを破り優勝した。３位
少年、ジュニア、レディース、 （市長杯）
は、各チームがトー はＳＣＨ・ＦＣ、
４位は原ＦＣ。
社会人、シニアまで多くの大
会が行なわれる。

25

リーグ優勝を表彰

11

社会人委員会総会

５月 日関内ホール小ホー
ルにおいて、平成 年度社会
人委員会総会および市民リー
グ表彰が行われた。併せて市
民大会抽選会も行われた。昨
年度、市民リーグ、市民大会
ともに会場利用について注意
事項が守られなかったことが
多々発生し、会場によっては
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横浜Ｆ・マリノスＰが優勝

11

もっと成長したい

横浜Ｆ・マリノス
プ ラ イ マ リ ー岩井龍翔司

点をとって優勝することがで
きました。
みんなで優勝カップを前
に、輪になって大喜びしたの
がとても嬉しかったです。
もっともっと練習をして個人
としてもキャプテンとしても
成長してどこにも負けない
チームにしたいです。

▽決勝戦

横浜Ｆ・マ
 ─０ 黒滝ＳＣ
リノスＰ ５

20

▽三位決定戦

15

ＳＣＨ・
４
 ─０ 原 Ｆ Ｃ
ＦＣ

Ｊリーグが今年
の５月 日で 周
年を迎えた。
さて、
サッカーが日本で
初めて上陸したの
が横浜だと言われ
ている。１８６８
年
（明治元年）
にヨコハマカン
トリーアンドアスレティック
クラブ
（ＹＣ＆ＡＣ）
として再
編されたスポーツクラブが、
１９１２年に現在の山手の矢
口台に移り、芝生のグラウン
ドを備えたコミニティクラブ
として、戦後日本リーグの各
チームに胸を貸し、日本サッ
カーのレベルアップに寄与し
た功績は大きいとされている
この延長線上にＪリーグが
存在するのである。まさにＪ
リーグ百年構想そのもののス
ポーツ施設である。１３０年
の重みを感じる 余談だが、
Ｊリーグが開幕する直前のあ
る日、
当時の日本リーグ
（ＪＳ
Ｌ）
２部に所属する住友金属
サッカー部
（鹿島アントラー
ズ の 前 進 ）に 入 部 す る 事 に
なったジーコ氏を交えた同好
会クラブチームとＹＣ＆ＡＣ
サッカークラブとの親善試合
があり、その時に線審をしな
がら、ジーコさんのテクニッ
クやプレイ内容に感嘆した
事、ゲーム後にクラブハウス
でビールを片手に歓談した事
などが今、
甦ってきます。（守）

ハーフタイム

24

ぼくたちは、大会前にたく
さん点をとって優勝しようと
みんなで話し合いました。そ
の結果、準々決勝のバディー
戦こそＰＫ戦で苦戦したけれ
ど何とか乗り切り、決勝では

また、開会式にはなでしこ
ＪＡＰＡＮの矢野選手、海堀
選手や横浜Ｆ・マリノスの熊
谷アンドリュー選手たちが駆
けつけてくれ、１６３チーム
の代表の選手たちと楽しくミ
ニゲームを行った。

サッカーに係る試合の主催及び公式記録の作成に関する事業
（定款第４条第１号）
⑴平成２５年度キッズ大会
時期 平成25年６月、９月、平成２６年２月の３回
⑵第16回選抜少年サッカー大会（マリノス杯）
時期 平成25年９月14日（土）～22日（日）
⑶第39回市長杯横浜少年サッカー大会
時期 平成26年１月４日（土）～３月２日（日）
⑷第40回横浜市春季少年サッカー大会
時期 平成25年４月７日（日）～７月７日（日）
⑸第45回横浜国際チビッ子サッカー大会
時期 平成25年９月29日（日）～11月30日（土）
⑹2013ＮＨＫ杯８人制少年サッカー大会（兼県大会横浜市代表決定戦）
時期 平成25年８月31日（土）
、９月１日（日）
⑺第48回市長旗争奪ジュニアサッカー大会
時期 平成25年10月～11月
⑻第21回カトレア杯少女サッカー大会
時期 平成25年９月
⑼第25回横浜少女サッカー大会
時期 平成25年４月14日（日）
、６月23日（日）
、９月７日（土）
平成26年１月12日（日）
、２月９日（日）
、３月15日（土）
⑽平成25年度レディースマスターズサッカー大会
時期 平成25年５月５日（日）
、７月15日（祝月）
、９月23日（祝月）
平成26年２月11日（祝火）
、３月21日（祝金）
⑾平成25年度市民リーグ社会人の部
時期 平成25年５月～26年３月
⑿平成25年度市民大会社会人の部
時期 平成25年５月～26年３月
⒀平成25年度市民マスターズサッカー大会
時期 平成25年４月～26年３月
⒁シニア新春サッカーフェスティバル
時期 平成26年１月12日（日）
⒂オールドボーイズフェスタ
時期 平成25年４月29日（祝月）
、９月23日（祝月）
、10月14日（祝月）
、
12月23日（祝月）
、平成26年２月11日（祝火）
、３月21日（祝金）
⒃シニア親善サッカー大会
時期 平成25年４月～26年３月
⒄2013ビーチサッカー大会
時期 平成25年８月３日（土）
、４日（日）
２ サッカーに係る団体の登録に関する事業（定款第４条第２号）
⑴登録数 社会人：119 少年：171 シニア：32 女子：13
ジュニアユース：26、中・高体連等：４
計365チーム
３ サッカーの指導者等の養成に関する事業（定款４条第３号）
⑴コーチングセミナー（Ｄ級養成）
時期 平成25年11月２日（土）
、３日（日）
（２日間）
⑵審判員の指導養成
時期 平成25年 延べ２日間
４ サッカー技術の向上に関する事業（定款第４条第４号）
⑴Ｕ11育成リーグ
時期 平成25年４月～平成26年３月 平日夜間 10回
⑵Ｕ13育成リーグ
時期 平成25年５月～平成26年３月 平日夜間 20回
⑶Ｕ15強化試合
時期 平成25年８月、12月、平成26年３月 平日１日間 ３回
⑷ＧＫ講習会
時期 平成26年３月８日（土）
⑸トレセン事業
時期 平成25年４月～平成26年３月
⑹ジュニア競技力養成事業
時期 平成25年７月～12月
⑺第38回神奈川県選抜少年サッカー大会への参加
時期 平成25年７月20日（土）
、21日（日）
、27日（土）
⑻第33回神奈川県チャンピオンシップＵ－12への参加
時期 平成25年８月24日（土）
、25日（日）
、８月31日（土）
⑼第５回神奈川県チャンピオンシップＵ－10への参加
時期 平成25年８月24日（土）
、25日（日）
、８月31日（土）
⑽第11回神奈川県８人制サッカー大会兼８人制関東大会予選への参加
時期 平成25年12月14日（土）
、15日（日）
⑾第４回神奈川県地域交流大会への参加
時期 平成25年９月
⑿第８回神奈川県地域対抗サッカー大会への参加
時期 平成25年11月
５ サッカーに係る広報及び普及に関する事業（定款第４条第５号）
⑴広報誌の発行
印刷部数 2,000部 発行時期 年４回（６月・９月・12月・３月）
⑵サッカーフェスティバルの開催
時期 平成26年１月13日（月祝）
⑶「シニア・レディースエンジョイサッカー教室」サッカー指導
時期 平成25年４月・５月・６月・７月・９月の第３日曜日と10月14日（祝月）
計６回
⑷生涯サッカー教室の開催
時期 平成25年４月～平成26年３月 火・金昼間開催 30回
６ サッカーに係る地域間交流に関する事業（定款第４条第６号）
⑴日韓ジュニアサッカー交流大会（2013年は韓国開催）
時期 平成25年８月５日（月）～８日（木）
⑵第52回日朝親善サッカー大会
時期 平成25年８月10日（土）
、８月17日（土）
⑶日韓シニア交流大会
時期 平成25年７月20日（土）～22日（月）
⑷横浜招待少年サッカー大会
時期 平成25年12月14日（土）
・15日（日）
⑸横浜招待シニアサッカー大会
時期 平成26年２月８日（土）
・９日（日）
⑹シニア地域交流大会
時期 平成26年３月９日（日）
７ サッカーの試合会場の提供に関する事業（定款第４条第７号）
時期 平成25年４月～26年３月
８ サッカーに係る試合の運営受託に関する事業（定款第４条第８号）
⑴受託事業
時期 平成25年４月～26年３月
対象事業 Ｊリーグ・Ｊリーグカップ・JFLサッカーリーグ・天皇杯・国際試
合・関東大学サッカーリーグ・日本クラブユース選手権・キャノンカップ・
ハマふれんど及びその他各種フットサル大会の運営受託。
９ スポーツ施設の管理運営受託に関する事業（定款第４条第９号）
⑴運営受託事業
時期 平成25年４月１日～平成26年３月31日
対象事業 しんよこフットボールパークの管理運営受託（集客業務含む）
10 その他の法人の目的を達成するために必要な事業（定款第４条第10号）
⑴横浜市民のスポーツ文化に対する助成事業
⑵各種大会に対する後援・協力事業
・マリノスカップ、MHI横浜カップ、朝日新聞サッカー教室等の後援。
・日産スタジアム・ニッパツ三ツ沢球技場及び三ツ沢陸上競技場等で開催され
る各種大会に役員を派遣し、運営に協力する。
・市内各種大会へ審判を派遣し協力する。

６月１日

６月１日
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テニス、
ローンボーリング、
クリケットなど多くの競技
種目とレストラン、バー、
プール、体育館、図書館、
会議室などを持ち、まさし
く総合型スポーツク
ラブの原型である。
過去にもマラドー
ナ、ジーコなどの世
界的名選手や日本代
表などが来訪し、ク
ラブ・メンバーとの
親善試合などや、故
高円宮殿下ご夫妻や
横浜市長などをお招
きしてパーティーが
行われ、
まさしく
「ス
ポーツをとおした社交」の
具現者である。
新理事の細貝さんは「と
にかく多くの人にＹＣ＆Ａ
Ｃの良さを知ってもらいた
い。歴史をみても横浜サッ
カー協会は、一番古くから
お付き合いをしている団体
でもあるので、より交流を
図りたい。また現在、公益
社団法人を目指しているの
でぜひ応援してほしい。
」
と抱負を述べた。

西谷冬樹氏

㈱ 横 浜 ア ー チ ス ト

横浜Ｆ・マリノスプライマリー監督

㈲ マ ル イ シ 工 芸

世界に通じる人材育成を

カタール大会では若手のホー
プにならなければいけない。
ただサッカーがうまいだけで
はなく、人間形成や国際経験
も必要です。
マリノスでは、もっともっ
と良い人材を発掘して、育て
ていかなければならない。わ
れわれ指導者も、たえず前進
が必要です。停滞は退歩と同
じです。
その昔、日本代表のコーチ
だったクラマー氏は「 サッ
カーは少年を大人にし大人を
紳士にする。
」
といわれました。
西谷 まったくそのとおりだ
と思います。マリノスでは練
習や遠征のみならず、
「マリ
ノス・カップ」などのオリジ
ナル大会なども開催し、多く
の教育機会を生みだしていま
す。
そんな中で成熟した選手、
素晴しい人間を生み出してい
きたいです。
今後もぜひ人材育成を続け
ていただいて、よい選手、よ
いチーム、そしてよい人間を
育ててください。

横 浜 食 品 開 発 ㈱

創立明治元年（１８６８
年）のソーシャル・スポー
ツ・クラブ「ＹＣ＆ＡＣ」
が５年後の創立１５０周年
を前に新人事を発表した。
会長にＩ・Ｍ・チュ
ガーニ氏
（インド）
が
就任し新理事に当協
会会員でもある細貝
貞夫氏が日本人で初
のＹＣ＆ＡＣ理事に
就任した。ＹＣ＆Ａ
Ｃは現在創立から２
つの大戦や統廃合を
経て１４５年になる。
サッカーはじめラ
グビー、ホッケー、

鹿島
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ヤーなのでさらなる盛り上が
りに期待したい。

J F E 東日本ジーエス㈱

神 奈 川 新 聞 社

ズ

ミ

年度最終日の３月 日に平
成 年度市民大会決勝戦ＶＥ
ＲＤＲＥＲＯ港北対かながわ
クラブの試合が三ツ沢公園陸
上競技場で行われた。
あいにくの空模様であった
がキックオフのころには雨も
上がり、大勢の応援が駆け付
けた。かながわクラブが３─
０で新しくなった優勝カップ
を手にした。

20

シ

横浜マリノス㈱

横浜市の各大会、全日本少 社会人になってもらえればと
年大会でも多くの優勝経験を 思います。
あなたが初めて指導の道に
持ち、少年サッカーのトップ
チームともいえるのが横浜 はいったとき接した選手の一
Ｆ・マリノスプライマリーで 人が、中村俊輔選手だったの
ある。永年その少年サッカー ですね。
の指導に携わり、現在、横浜 西谷 そうです。ですからも
Ｆ・マリノスプライマリーの う 年くらいのおつきあいで
監督である西谷冬樹さんに少 しょうか。でも昔から接して
年サッカーの育成や今後の抱 いる選手が大きくなって、し
かもトップで活躍し続けてい
負について聞いた。
てくれるのはなによりうれし
まずはマリノス・プライマ いですね。そうでなくても社
リーの市長杯・ダノンカップ 会人として立派な姿になった
優勝おめでとうございます。 昔の選手を見ると、やはり
西谷 ありがとうございます。 サッカーに関与し続けてよ
現在の活動状況は？
かったなと思いますね。
西谷 まず個人の個性を伸ば
海外遠征も計画されている
して、将来世界で通用する選 と聞きますが？
手を育てたいと思います。幸 西谷 ダノンカップでは、日
い中村俊輔選手などのＯＢも 本代表として９月初旬に英国
トップチームで頑張ってくれ に行きます。
ているので良いサンプルに
また他の国々へも積極的に
なっていますし、より多くの 出て行こうと思います。カ
経験をあたえて、よい選手・ タールなどにも行きました。
ワールドカップも２０１４
年がブラジル。２０１８年が
ロシア。２０２２年がカター
ル。２０２０年には東京オリ
ンピックが開かれるかもしれ
ません。そう考えると今から
ジュニアの育成には積極的に
着手しなければなりませんね。
西谷 そうです。今、小学校
高学年の子供が２０２２年の

12

浜

横

㈱

横浜フリューゲルス ベストマッチ
レオナルド（鹿島） 〈 年 月２日〉
浦和
Ｇ大阪（埼玉ス）
現在、過去をとおして横浜
Ｍ・横浜ＦＣに関与した選手
が６名選ばれている。

華やかな
イベント

れているものである。
今年もＵ―９とＵ― とも
に各 チームの参加があり、
天気も良くにぎやかに楽しく
行われた。
フットサル交流大会
昼休みには元・読売クラブ
のＣＢコンビ、
第６回「 新横浜公園イン （ヴェルディ）
ターナショナルフットサル交 加藤久さんとジョージ・トレ
流会」が、２月 日「しんよ ドさんが来場し「食事の重要
こフットボールパーク」にて 性」などの話をされた。アト
行われた。この大会は、国内 ラクションでは獅子舞の演舞
のインターナショナルスクー やボールリフティング・パ
ルなどの在日外国人のチーム フォーマンスが行われ華やか
と地元の日本チームで、国際 なイベントになった。
来年はワールドカップ・イ
交流を目的に６年前から行わ
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〝公益社団法人＂目指し
YC&AC より深い交流を
06

52

17

20

46

右、チュガニ氏
左、細貝氏

24

31

第 回横浜少女サッカー大 もう少しベンチを含む全員が
会が３月 日、玄海田公園運 声を出せたら、もっといい試
動広場で行われた。同大会に 合ができたのではないかと、
は８チームが参加、トーナメ 思います。
ント戦の結果、
ＦＣすすき野レ
この「横浜少女大会」が六
ディースが決勝で横浜ウィン 年生最後の大会なので、優勝
ズをＰＫ戦で下し、
連覇した。 できて本当にうれしかった
し、安心しました。
プレーに集中できた
決勝戦では、時間内に決着
す す き 野 小笠原梨紗
レディース
がつかずＰＫ戦になり、私は
ＧＫなのでとても緊張してい
ました。でも六年生が「最後
まで集中して、決められても
めげずにがんばって。
」と、
言ってくれて、とても自信が
つきました。来年度は、大事
なときに一言かけてチームを
盛り上げられるようになりた
いと思います。

10

vs

平成24年度市民大会

20

ストイコビッチ
ベストイレブン横浜関係６選手
（名古屋）

Ｊリー グ 創 立 周 年 を 祝 う
ＭＦ 遠藤 保仁（Ｇ大阪）
中田 英寿（平塚）
１年前のブリーズ第 号で は「Ｊリーグが積み重ねてき
中村 俊輔（横浜）
Ｗ杯から 年とともにこの話 た実績、歴史は誇れるものが
」
と述べ 周年を祝った。
名波
浩（磐田）
題に触れたが、去る５月 日 ある。
当日発表されたベストゴー ＤＦ 松田 直樹（横浜）
東京都内で「Ｊリーグ 周年
中沢 佑二（横浜）
記念パーティー」が東京都内 ル・ベストイレブン・ベスト
井原 正己（横浜）
で行われた。式典には高円宮 マッチは次の通り。
）
ＧＫ 川口 能活
妃殿下をはじめ歴代のチェア （サポーター投票による。
マンやジーコ氏、ラモス瑠偉 ベストイレブン
（磐田→元横浜）

（横浜ＦＣ） ベストゴール
氏などが集った。出席した横 ＦＷ 三浦 知良
中山 雅史（札幌）
浜ＦＣの三浦知良選手（ ）
〈 年 月１日〉

第23回横浜少女サッカー大会
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23

今日は、強いチームがいる
中、
優勝できて良かったです。
試合中、みんなとても集中
してプレーできていたし、前
半であまり良いプレーができ
なくてもハーフタイムで切り
替えて、後半は思いっきりプ
レーできていたので、すごく
良かったと思います。でも、

24

20

すすきのレディースが連覇

95

かながわクラブが優勝
10

