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日本対ガーナ
キリンチャレンジカップ2013

９月10日（火）19：20Ｋ/Ｏ（予定）日産スタジアム
第93回天皇杯全日本サッカー選手権大会

２回戦 ９月11日（水）19：00Ｋ/Ｏ ニッパツ三ツ沢
横浜Ｆ・マリノス 対（桐蔭横浜大×ヴァンラーレ八戸）勝者
３回戦 10月16日（水）19：00Ｋ/Ｏ ニッパツ三ツ沢
９/11ニッパツ２回戦勝者 対（栃木SC×アビスパ福岡）勝者

魅力ある〝横浜サッカー〟を展開

バディー

新年度早々に開幕した横浜市春季少年サッカー大会
は、
第 回という長い歴史を刻む記念すべき大会となり、
大会発足当時に比べてはるかに技術的にも向上し、レベ
ルアップされた熱戦が多く繰り広げられた。今夏も生涯
サッカーとするシニアチームの訪韓。横浜ならではの日
朝親善サッカー大会。また、幼稚園児を対象としたキッ
ズ大会も盛り上がりをみせ、サッカーの年齢層の膨らみ
が表れてきている。今年度も横浜サッカーの特徴が現れ
たシーズンとなってきている。

バディー

あざみ野
ＦＣ

少年からシニアまで交流

第 回日朝親善サッカー大会

とＦＣコリアでの対戦が行わ
れ、ＦＣコリアが５対０で横
浜社会人選抜を下し、横浜市
長杯を争奪した。

今年も真夏の
〝暑い、
熱い戦
い〟ビーチサッカーが８月３
日、４日金沢区海の公園ビー
チで行われた。
このビーチサッ
カーは、２００８年に横浜開
港１５０周年を記念して開催
されたもので今回が６回目。
ビーチサッカーはブラジル
で発祥し、世界各地でレクリ
エーションとして行われてき
た。１９９２年にアメリカ・
ロサンゼルスにおいて統一
ルールが設けられ、１９９３
年に４カ国が参加して初の国
際大会が開かれた。１９９５

横浜社会
Ｆ
Ｃ
０─５
人選抜
コリア

年にはブラジルで第一回世界
選手権が開かれ、その人気が
高まってきた。
それ以降、競技人口が増加
したことから、２００５年か
らＦＩＦＡ主催のワールド
カップに名称を変更して隔年
ごとに開催されてきている。
今回のビーチサッカー大会
には、小学男子 チーム、小
学女子５チーム、一般女子４
チーム、一般男子 チームが
参加。年々、ビーチ
（砂浜）
の
試合にもなれ、スピーディな
ゲーム展開が行われていた。
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私事で恐縮です
が今年の夏、念願
の槍ヶ岳に登って
きた。深田久弥の
『日本百名山』
の中
で、富士山と槍ヶ
岳は、日本の山を
代表する二つのタイプであり、
一般の人が一生に一度は登り
たいと願うのが富士山であ
り、登山に興味を持ち始めた
人が、頂上に立ってみたいと
願うのが槍ヶ岳である。とい
う主旨のことを述べている
富士山は今年、世界遺産とな
り空前の富士登山ブームと
なっている。富士山はそんな
意味で、数年前に家族で登っ
たことがあるが、定年後に登
山を始めた私にとっても槍ヶ
岳はあこがれであった。長い
登山道を登り、
尾根を越え、
そ
して鎖場、梯子を使って垂直
にそびえ立つ頂上に向かって
登りきったときの達成感はど
の山よりも格別なものであっ
た 韓国で行われた２０１３
東アジアカップに新たな戦力
で臨んだ日本代表が初優勝し
た。その頂点に立つことは代
表選手にとってもサポーター
にとっても多くの感動を与え
るものであった。
また、
秋にな
れば多くの大会が始まり、試
合が行われる。ピッチに立つ
者の一人一人の高いモチベー
ションと日ごろの努力が頂上
を極めることになる。（梅
 ）

ハーフタイム

Ｌ マリノス

回横浜市春季少年サッカー大会

４─０

◎ＳＬの部
☆三位決定戦
品濃ウィ
１─１ 田奈ＳＣ
ングス
７ＰＫ６
☆決勝戦
バディー
バディー
２─０
ＳＣ─Ｓ
ＳＣ─Ｗ
◎ＬＬの部
☆三位決定戦
ＪＦＣ Ｆ
バディー
１─０
ＵＴＵＲＯ
ＳＣ─Ｗ
☆決勝戦
バディー
横浜Ｆ・マ
２─１
ＳＣ─Ｓ
リノスＰｒ
◎Ｌの部
☆三位決定戦
Ｓ Ｃ Ｈ．
ＦＣ
７─１
ＦＣ
鴨志田緑
☆決勝戦
横浜Ｆ・マ

８月 日 三ツ沢陸上競技場
横
浜
神奈川
２─１
シニア
高麗ＦＣ
日本大学
神奈川朝鮮
８─０
高等学校
高等学校
８月 日
 ニッパツ三ツ沢球技場
横浜市中
関東朝鮮
２─１
学校選抜
中学校選抜
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リノスＰｒ
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予選リーグ、決勝トーナメ
ントを戦い、Ｌの部では横浜
ＦマリノスＰｒがあざみ野Ｆ
Ｃを倒し優勝した。また、Ｌ
Ｌの部、ＳＬの部では共にバ
ディーＳＣ─Ｓが優勝の栄冠
を手にした。

第 回横浜市長杯争奪日朝
親善サッカー大会が 日、
日の二日間にわたり、三ツ沢
陸上競技場グラウンドなどで
行われた。同大会は、横浜の
在日朝鮮の人々とのサッカー
を通じての交流を目的に１９
６２年に始まったもので、半
世紀以上の長い歴史を刻んで
いる。
大会は、中学、高校、一般
社会人、シニアと幅広い年齢
層で対戦が行われ、横浜市長
杯争奪戦は、横浜社会人選抜
10
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今夏もビーチサッカー大会
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第
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暑い、熱い戦い‼
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第 回横浜市春季少年サッ
カー大会は、Ｌ、ＬＬの部は
４月 日から、またＳＬの部
は５月 日から始まり、７月
７日に全てのカテゴリーの決
勝戦で約３カ月にわたる熱戦
の幕を閉じた。

なお、ＬＬの部では上記３
チーム（ バディーＳＣは１
チーム）以外に順位決定戦を
行い、ＳＣＨ．ＦＣ、ＦＣ左
近山、日限山ＦＣも揃って県
Ｕ チャンピオンシップ出場
を決めた。
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『Ｊリ ーグ 年と
横浜サッカ ー』
小山敏昭

を蹴った後出勤、登校が日常
茶飯事ということで、本当に
頭が下がる
思いです。
このような
真の体験が
できる横浜
サッカー協
会に感謝す
ると共に、
永きに亘り
訪韓を継続
していただ
いている諸
先輩方の功
績に感謝申
し上げま
す。来年も
可能な限り
したいと
思っており
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シニアチ ームが訪韓

〝生涯 サッカ ーへ〟

ループを１位で突破し決勝で
ＦＣ東京深川と対戦、２―０
でこれを下し優勝を飾った。
Ｕ
のマリノスユースと共
に見事な兄弟優勝となった。

た。その夜は「東アジアカッ
プ男子・日韓戦」を応援、完
全なアウェーでした。
小生も訪韓には数回参加し
ていますが、参加の度に思う
のは、韓国では、生涯スポー
ツとしてサッカーが生活の一
部となっているようで、韓国
サッカーフリークは本当に楽
しそうにサッカーをしていま
す。老いも若きも早朝ボール

高校生のクラブチーム日本
また、２０１３年８月 日
一を決するａｄｉｄａｓＣＵ ～ 日の間北海道にて第 回
Ｐ全日本クラブユース選手権 日本クラブユースサッカー選
（Ｕ
（Ｕ
）大会が８月３日、 手権
）
大会が行われた。
ニッパツ三ツ沢球技場で決勝
マリノス ユースはＦグ
戦を迎えた。決勝は地元の横
浜Ｆ・マリノスユース対広島
ユースの好カードとなった。
試合は、両者互角の好ゲー
ムで１ ―１の同点のまま延
長に突入したがマリノス・
今年の親善試合は気温 ℃
ユースが粘りを見せ延長で３ 早朝から大雨、試合開始頃に
点を奪い合計４―１で見事 は曇りとなり、湿度 ％以上
に 年ぶり、５度目の優勝を 非常に蒸し暑かったが、お天
飾った。
道様が出ていないぶん、体は
横浜ユースの松橋力蔵監督 楽なような気がした。ソウル
は交代策もうまくはまり「こ から 分程の月谷人造芝サッ
れまでうまいけど…と多くの カー場で地元シニアチーム
場面で言われてきたがこれで （城北・オーバー ）と 時
うまいだけではないことが証 から 分、４本ゲームの試合
明できてうれしい。
」
と語った。 をして３―４と惜敗しまし
ＳＣＣとして、将来のＪリー
グ入りを目指している。タイ
プこそ違うが、いろいろな性
格を持つチームが横浜にたく
さん出来ることが理想でもあ
る。
人口が３８０万人の横浜市
にＪリーグレベルのチームが
３チームしかないのは少し寂
しい気がする。ちなみに英国
ロンドン市圏内の人口は７４
０万人強だが、プレミアリー
グにはアーセナル、チェル
シー、トットナムなど６チー
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５月 日から第 回全日本
少年サッカー大会神奈川県予
選大会が開催され、６月 日
の決勝は横浜Ｆ・マリノス
と伊勢原市の強豪リトルジャ
ンボＳＣが全国の切符を掛け
て激突した。結果、実力では
一枚上手のマリノスが４―０
で全国の切符を手にした。
全国少年サッカー大会はお
しくも予選で敗退してしまっ
たが９月に英国で開催される
ダノンＣｕｐ世界大会の日本
代表にもなっており今後の活
躍に期待したい。

マリノスプライマリー

ダノンＣＵＰへ

援のお父さん、お母さんから
（文・廣瀬正喜） 熱い声援が送られていた。
キッズゲームがはじまって
から６年目となるが、年々盛
んとなり、参加チーム数も増
え、サッカーが低年齢まで普
及してきている。
同ゲームは年３回の開催が
予定されている。

梅雨の合間の晴天に恵まれ
た６月 日にＭＭスポーツ
パークで、今年度最初のスー
パーキッズゲームが開催された。
団体、 チーム、約５０
０名のキッズたちが元気いっ
ぱいにピッチを駆け回り、応
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㈱ 横 浜 ア ー チ ス ト

全日本クラブユース選手権大会

元共同通信社
元 杯組織委員会 広 報 報 道 部 長

小山 敏昭（こやま としあ
き）氏 略歴
１９４６年生まれ 慶応大学
卒 １９７１年 共同通信社
に入社 この間日本サッカー
リーグや世界のサッカーに精
通し精力的な取材活動を行い
その幅広い人脈と専門知識を
生かし１９９４年ワールド
カップ日本招致委員会へ、そ
の後ワールドカップ組織委員
会へ出向、広報報道部長を歴
任する。
２００２年日韓ワールドカッ
プを無事に成功させる。

Ｊ史は古いけど、施設も古
いのだ。自慢だ。Ｊ１でカ
バー率１００％なのが、豊田
スタジアム、ユアテックスタ
ジアム仙台、大分銀行ドーム
の３会場。日産スタジアムは
６６・６％で、１階席は確実
に雨に濡れてしまう。１９９
８年のオープニング式典で、
今でもロイヤルボックスであ
いさつする髙秀市長（故人）
が傘を差していた姿が忘れら
れない。
「安全で、快適なスタジア
ム」がお題目で終らないよう
に願いたい。
スタジアムとして使用してい ることから仕方ないのかもし
る。ところが陸上などの兼用 れないが、選手の表情は見え
競技場となると名古屋市瑞穂 ない、もっとスタンドから近
陸上競技場（１９４１年）京 くでサッカーを見たい。現在
都市西京極総合運動公園陸上 Ｊ１リーグ チームのうち浦
（６２０１０人収容）
競技場（ 年）正田醤油スタ 和レッズ
（１７８７７人）
ジアム群馬（ 年）と３会場 セレッソ大阪
が古いが、全て陸上のトラッ 名古屋グランパスの豊田スタ
クがあり、観客席からグラウ ジアム（４１２６７人）など
ンドが見づらい。一方で三ツ 半数以上の チームが、サッ
沢は見やすく、サポーターに カー専用競技場を使っている
は選手の息使いすら聞こえる というのに。
日本はこのところ集中豪雨
ほど。Ｊ２リーグ
（ チーム）
の中ではサッカー専用（球技 に見舞われるなど雨が多い。
この雨を覆うのが屋根。
「快
適なスタジアム」を掲げるＪ
リーグの各スタジアムの屋根
カバー率が最低なのが三ツ
沢。
Ｊリーグによれば何と０・
０％で、スタンドは関係者以
外必ず雨や雪に濡れる。Ｊ１
では甲府の山梨中銀スタジア
ムが最低で４・０％だが、Ｊ
２は０・０％のところが京都
の西京極、群馬の正田スタジ
アム、北九州の本城競技場と
三ツ沢の４会場もある。この
中で西京極は新設が決まり、
北九州は２０１７年に新しく
生まれ変る。結局、三ツ沢と
正田スタジアムが日本で雨対
策の全くないスタジアム。
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㈲ マ ル イ シ 工 芸

神 奈 川 新 聞 社

キッズゲーム

－

専用も含む）が７会場しかな
いことを考えれば、 年代に
専用球技場を設けた横浜は先
見の夢があった。
ところがその後、国民体育
大会やサッカーの２００２年
ワールドカップなどのため１
９９８年に新設された横浜国
際総合競技場（現在は日産ス
タジアム）は収容人員こそ７
２０８１人と日本最大なのに
トラックが周囲に設けられ、
グラウンドが遠い。音楽コン
サートなど多用途で使用され

横 浜 食 品 開 発 ㈱

横浜マリノス㈱

Ｊ Ｆ Ｅ 東日本ジーエス㈱
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〈上〉

雨にぬれないスタジアムを
ムあり、日本のＪ２に当たる
ＦＬ１部にはチャールトンＦ
Ｃ、ミルウォールなど４チー
ム、
合計では チームもある。
▽建築は最古でも環境は最低
Ｊリーグチームの中でも本
拠地とする球技専用スタジア
ムで最も古いのが、ニッパツ
三ツ沢球技場、東京オリン
ピックに備えて１９５５年に
建設され、 年のワールド
ユース大会でも使用されて、
２０１０年に一部改装され
た。現在は横浜ＦＣがホーム
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盛り上がる
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熱い声援を受け
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＝横浜F・マリノス＝
10

今年、Ｊリーグ発足 年と ▽横浜は何チーム
いう節目の年を迎えた。
長年、
Ｊリーグの発足時、横浜市
マスコミの立場から日本サッ をホームタウンとするチーム
カーを見つめてきた元共同通 は、横浜マリノスと横浜フ
信社・Ｗ杯組織委員会広報報 リューゲルスの２チームだっ
道部長の小山敏昭氏に横浜 た。
だが母体企業の佐藤工業、
サッカーにスポットをあて、 全日空の経営不振もあって、
今後の発展を期するための わずか５年後の１
『 Ｊリーグ 年と横浜サッ ９ ９ ８ 年 横 浜 フ
カー』と題する原稿の執筆を リューゲルスが消
いただいた。
滅、横浜マリノス
が〝吸収合併〟して１チーム
１９９３年に日本プロサッ になった。横浜フリューゲル
カーリーグ（Ｊリーグ）が始 スのイメージを残そうと横浜
まり、今年で 年を迎えた。 マリノスの名前に「Ｆ」を加
横浜Ｆマリノスになった。
それから、日本のサッカー文 え、
しかし横浜フリューゲルス
化どころか、スポーツ文化す
ら変えた。Ｊリーグは、当時 のサポーターたちはその後に
チームで発足。今や チー 横浜ＦＣを立ち上げ、特別措
ムとその裾野を日本全国に広 置で日本フットボールリーグ
に参画を認められ、
げた。その間に「横浜」がＪ （ＪＦＬ）
リーグに関わったエポックは 今や横浜ＦＣはＪリーグに復
計り知れない。横浜とＪリー 帰した。さらに１９８６年に
〝買収〟
したアマチュ
グの中からいくつかの話題を 全日空が
アの横浜サッカークラブもＹ
拾ってみよう。
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