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第93回天皇杯サッカー全日本選手権大会

準々決勝 12月22日（日）13：00 vs大分 大銀ドーム
横浜F・マリノス

準決勝 12月29日（日）13：05 鳥栖vs川崎の勝者 日産スタジアム
決勝 １月１日
（水）14：00 国立
第39回横浜少年サッカー大会（市長杯）

2014年１月４日（土）開会式 横浜スタジアム

となっている閉鎖感を打ち破
り、日本人が（横浜市民も）
自信を取り戻してほしいとい
うことである。
また開催までの７年間で、
東京・日本から世界に向けて
多くの情報が発信され、世界
中の関心を集める効果も大き
い。
さらに、ハンディを持った
人に優しいバリアフリー社会
への道のりも加速することが
期待される。そして国際化も

２０２０東京オリンピックに期待

１９６４年大会では横浜で
もサッカーが三ツ沢球技場
で、バレーボール・バスケッ
トボールが横浜文化体育館で
それぞれ行われた実績をもつ。
オリンピック開催にともな
う経済効果は約３兆円といわ
れているが、やはり私たちが
願うのは東日本大震災で被っ
た心の痛手や、近年特に顕著

新 たな感動を 横浜でも
２０２０年のオリンピッ
ク・パラリンピック委員会
（Ｉ
ＯＣ）総会がアルゼンチンの
ブエノスアイレスで９月７日
（日本時間８日未明）に行わ
れ、
「東京」が開催都市に選
出された。
東京でのオリンピック開催
は１９６４年以来 年ぶり２
回目となる。

一層促進される。
何よりも、スポーツ基本法
にうたわれている誰でも、ど
こでも、いつでもスポーツに
親しめる環境が整えられれ
ば、東京やその外郭都市でオ
リンピックが開催されること
に、さらに大きな意義が見出
されるはずである。今までく
すぶっていた「スポーツ省」
のありかたも具体化されるで
あろう。
横浜も、１９６４年に受け
た感動と環境再整備を、もう
一度新たに２０２０年へ導き
たいものだ。

３位決定戦：港南区１─０都筑区
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大会の出場権を獲得した。
決勝：緑区０─０青葉区（４
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ＳＣＨ・ＦＣ（泉区）が栄冠

ハーフタイム
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主な行事
2013 年

大会で、 月に行われる県大
会の横浜市代表を決める予選
会を兼ねている。
１日目は３チーム６ブロッ
クで予選リーグを行い、上位
１チームが準決勝リーグ、順
位決定戦へ進出した。２日目
に準決勝リーグ、各１位で決
勝戦、各２位で３位決定戦、各

３位で５位決定戦が行われた。 Ｃ（中区） ６位：横浜かも
決勝戦はＳＣＨ・ＦＣ（泉 めＳＣ（神奈川区）
区）とあざみ野ＦＣ（青葉区）
がＰＫ戦にもつれ込む熱戦を
さる 月、 ・
繰り広げ、
０─０（３ＰＫ２）
五輪代表で 年
でＳＣＨ ＦＣが優勝した。
には銅メダルと
この結果、ＳＣＨ・ＦＣが
フェアープレート
横浜市第１代表として、あざ
ロフィーを獲得し
み野ＦＣは第２代表として県
三菱重工サッカー
大会の出場権を獲得した。
部でも主将・ＤＦ
（結果）
として活躍した片山洋さんと
優勝：ＳＣＨ・ＦＣ（泉区） お話しする機会を得た と
準優勝：あざみ野ＦＣ（青葉 くに２０２０年東京五輪が決
区） ３位：横浜Ｆマリノス まった直後だったので、 東
Ｐｒ
（西区） ４位：バディー 京五輪当時のお話や２０２０
ＳＣ（南区） ５位：ＹＳＣ 年への期待などが聞けてとて
も貴重な時間を過ごせた
戦後、 年代後半から今のよ
うに便利ではない時代に、年
に何度も海外に出て１ドル＝
３６５円の価値を体感したこ
とや、手足が長く背の高い外
国人を相手にどう対処するの
かと悩んだこと。名コーチ、
デットマール・クラマー氏と
過ごしたトレーニングや試合
の日々の思い出など、２０２
０年に東京五輪を迎えるに当
たり大変貴重なお話をいただ
けた また「第１回横浜国際
チビッコサッカー大会」（於：
三ツ沢球技場）のゲスト講師
だったことも初めて知った。
これらのお話は来年の「Ｂｒ
ｅｅｚｅ」で順次ご紹介した
い。 
（飛）

市長杯横浜少年サッカー大会開催式 【横浜スタジアム】
初の少女サッカー教室
【横浜スタジアム】
シニアマスターズ大会決勝戦
【ニッパツ三ツ沢】
日産スタジアム杯
【日産フィールド小机】
優勝 小学生の部 戸塚区選抜
中学生の部 川和中学校
２月24日 新横浜インターナショナルフットサル交流会【しんよこＦＰ】
３月３日 市長杯横浜少年サッカー大会決勝戦
優勝 横浜Ｆ・マリノスプライマリー
20日 第23回横浜少女サッカー大会
【玄海田公園】
優勝 すすき野レディース
４月14日 第40回横浜市春季少年サッカー大会開催
５月
平成25年度市民大会（社会人）スタート（平成26年３月まで）
平成25年度市民リーグ（同）スタート（
〃
）
平成25年度マスターズ（シニア）スタート（
〃
）
６月29日 スーパーキッズゲーム開催
【ＭＭＳＰ】
７月７日 春季少年サッカー大会決勝戦
優勝 Ｌの部 横浜Ｆ・マリノスプライマリー
ＬＬの部 バディーＳＣ
ＳＬの部 バディーＳＣ─Ｓ
７月27～29日 シニアチームが訪韓
８月３、４日 第６回ビーチサッカー大会
【金沢海の公園】
８月10、17日 第52回日朝親善サッカー大会開催
【三ツ沢陸上】
【ＭＭＳＰ】
８月31、９月１日 第10回ＮＨＫ杯８人制少年サッカー大会開催
優勝 ＳＣＨ・ＦＣ
９月７日 第21回カトレア杯少女サッカー大会
【玄海田公園】
優勝 ＳＨガールズ
国際チビッ子サッカー大会開幕（12月まで）
９月14日 スーパーキッズゲーム開催
【ＭＭＳＰ】
14日～22日 区選抜少年サッカー大会
【マリノスタウン】
優勝 緑区選抜
10月25～28日 シニア選抜 ねんりんピックに参加
【高知県】
11月３日 市長旗争奪ジュニアサッカー大会決勝戦
優勝 ＹＳＣＣ
12月14、15日 横浜招待少年サッカー大会【マリノスタウン・ＭＭＳＰ】
１月５日
６日
２月３日
17日

第 回ＮＨＫ杯少年サッカ ー大会

18

10

第 回ＮＨＫ杯８人制少年
サッカー大会兼県大会横浜市
予選（ＮＨＫ横浜放送局、横
浜サッカー協会共催）が８月
日、９月１日の２日間にわ
たり、みなとみらいスポーツ
パークで行われた。
この大会は、 区の５年生
の代表チームによる８人制の
10

２０１３年も残すところあと１カ月。横浜でも一般社団法人化２年目としてより公益
性の高い事業（別表・２０１３年 主な行事）が多く行われてきた。今号に紹介するキッ
ズ大会、ＮＨＫ杯、区選抜大会、カトレア杯、市長旗大会と幼児、少年、少女、ジュニ
アの活動。そしてシニアの高知で開かれたねんりんピックへの参加と活発な事業を展開
してきている。

26

緑区選抜が初優勝

22

歳以上を対象とした「全 点して、２─０にて快勝した
国健康福祉祭」愛称「ねんり が、２日目の第１戦では、元
んピック」が今年は高知県で 日本代表選手を擁する強豪・
開催された。第 回大会とな 神戸に対して、試合の立ち上
る今大会に横浜市選手団とし がりから不安定な動きが目立
て、サッカー交流大会に横浜 ち、前半１・後半２と得点を
サッカー協会に登録されてい 許し、完敗であった。
続く第２戦では、前日その
る各シニアチームの所属メン
バー有志による混成チームを 神戸を１点差で勝利した名古
結成して臨んだ（チーム名は 屋を相手にやや押し気味に試
合を運んだが、決定機にゴー
横浜シニア ）
。
当大会では参加チームをブ ルを決め切れず、スコアレス
ロックに分け、各ブロック４ ドローに終わった。
結果は①神戸（２勝１敗）
チームによるリーグ戦方式で
行われ、横浜市は神戸市・名 ②名古屋（１勝０敗２分）③
古屋市・鳥取県とのグループ 横浜（１勝１敗１分）④鳥取
（０勝２敗１分）で横浜市は
による試合を行った。
１日目は鳥取県チームとの ３位でした。
対戦で、前半・後半ともに得
60

回区選抜少年サッカ ー大会

ムによる大会で、優勝チーム
は 月に行われる横浜招待
サッカー大会へ出場できる。
決勝戦は９月 日にマリノ
スタウンで行われ、緑区選抜
が青葉区選抜をＰＫにもつれ
込む激戦の末０─０（４ＰＫ
２）で破った。この結果、緑
区選抜が初優勝の栄冠を手に
し、 月の横浜招待サッカー
12

12

60

第

高知県 ねんりんピックに参加

で行われた。また、
今大会は、
台風の影響によりトーナメン
ト方式に変更され開催された。
この大会は 区の選抜チー
18

“横浜シニア60”が 健闘

31
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第 回横浜市区選抜少年
サッカー大会（横浜Ｆ・マリ
ノス杯）が９月 日よりマリ
ノスタウン他市内グラウンド
16
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マリノス・ユースとマリノ
ス・ジュニアユース（写真上）
の活躍は前号でお伝えしたが
今度はマリノスプライマリー
Ｕ
（写真下）がＵ
の
Ｗ杯といわれるダノンネー
ションズカップがサッカーの
母国イングランドで行われ見
事３位に入賞した。またチー
ムは、フェアープレー賞を受
さ と うひ ろ
賞しＦＷの佐藤宇君がベスト
プレーヤーに選出された。
西谷監督は「 か国 チー
ムが集まる大会はほかにな
い。世界中の子供たちがサッ
カーを通じて仲良くなれるの
は本当に素晴らしいこと。
」
と語った。

－
12

は、地域においてスポーツ活
動を実施しているクラブやス
ポーツ教室で実際に指導にあ
たっている指導者や、これか
ら指導者になろうとする者を
対象としたもの。今回は 名
が参加、
講義、
実技のカリキュ
ラムを受講した。

32

Ｙ Ｓ Ｃ Ｃが初の栄冠

26

ＳＨガールズが制覇

94

第 回横浜市長旗争奪ジュニア大会
平成 年度・第 回横浜市
長旗争奪ジュニアサッカー大

月３日に行われた決勝戦
は、
昨年につづきＹＳＣＣ
（中
区）対横浜Ｆ・マリノス（西
区）のクラブチーム同士の対
戦となり、２対２のままＰＫ
戦となり、８対７でＹＳＣＣ
が横浜市長旗を争奪した。
第三位は、
ＳＣＨ．ＦＣ
（泉
区）
、ジュニオール（戸塚区）

ジュニア、プライマリーが活躍
08

勝ち抜いてきた区の代表チー
ム・ チームに推薦チーム・
１チームを入れ、 チームに
よる決勝トーナメント戦を
行った。

暑さの中、
元気にキッズ大会
チーム、 名が参加

９月 日（土）
、真夏を思
わせるような暑さの中、２０
１３ＹＦＡスーパーキッズ
ゲームＧｏａｌ
トリコ
ロールパークが、しんよこ
フットボールパークと、日産
フィールド小机で開催され
た。今年度２回目の開催で、
チーム、５３０人の元気な
チビッコたちが参加した。そ
れぞれの会場６面を使用し、

10

11

40

㈱ 横 浜 ア ー チ ス ト

横浜F・マリノス
21

04

32

㈲ マ ル イ シ 工 芸

会は、 月 日から決勝トー
ナメント戦が始まり、 月４
日に決勝戦
を行い、幕
を閉じた。
この横浜
市長旗争奪
ジュニア
サッカー大
会は、横浜
市中学校体
育連盟に所
属する中学
校クラブ
チームと、
市内のクラ
ブチームが
一堂に会し
て行う大会
で、各区の
予選大会を

小山敏昭

覧

11

21

D級コーチ養成
講習会開く

20

『Ｊリ ーグ 年と
横浜サッカ ー』
元共同通信社
元 杯組織委員会 広 報 報 道 部 長

横 浜 食 品 開 発 ㈱

Ｊ Ｆ Ｅ 東日本ジーエス㈱

神 奈 川 新 聞 社

ズ

ミ

シ

浜

横

42

99

－
12

㈱

横浜マリノス㈱

チ、ゴロシート、アコスタと
アルゼンチン勢が入り、横浜
フリューゲルスにはサンパイ
オ、エバイール、ジーニョら
ワールドカップ出場経験を持
つブラジル勢が名を連ねた。
Ｊスタート直後は南米の秀れ
たテクニックとパスワークに
サポーターも魅了されたもの
だ。
その後 年ごろから横浜マ
リノスは南米路線から欧州に
目を向け、スペインからサリ

05

08

21

11

20

97

一

48
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８人制で行われた。
今大会は、回数を重ねるご
とに参加者が増え、また、チ
ビッコたちの家族の姿も多数
人制のトーナメント戦で行
見られ、白熱した試合に大き サポーターから大声援が送ら 月、ＭＭスポーツパークで開
われた。
な歓声が上がっていた。大会 れていた。次回は平成 年２ 催予定である。
少女サッカーは、なでしこ
終了後、希望した チーム、
ジャパンの活躍から全国的に
４５０人が日産スタジアムで
第 回カトレア杯少女サッカー大会
参加になってきているが、横
マリノス戦の前座試合に臨ん
だ。こちらも白熱した試合が
第 回カトレア杯少女サッ 田公園運動広場において開 浜では早くから少女サッカー
繰り広げられ、スタジアムの カー大会は、９月７日に玄海 催。
同大会は チームが参加、 の育成を行ってきており、こ
の 回目となるカトレア杯の
は横浜Ｆマリノスには安貞垣 横浜マリノスからスペイン・ ほか、春に行われる第 回少
ゲルスは 人、横浜ＦＣは
人の外国籍選手が加入した。 （ 、 年）が、その後長身 レリダ入りした安永聡太郎が 女サッカー大会など多くの大
中でも異色の横浜マリノス外 の金根煥（ 、 、 年）丁 初めてで、次いで 年に城彰 会を行っている。
国人はフィゲロア（アルゼン 東浩（ 年）が加入した。横 二がスペイン・バリャドリド
今回も技術的にもレベルの
チン、 年）ヨビチョビッチ 浜ＦＣにも多くの韓国選手が に、ＧＫの川口能活が２００ 高い選手が多くみられ、白熱
（クロアチア、 年）リバテ 在籍したが、Ｊリーグの初期 １年に、イングランド・ポー した試合が展開されていた。
ル（ウルグアイ、
２００１年） のころは韓国代表クラスの来 ツマスに、そして小野裕二が 決勝戦は、ＳＨガールズが原
の３人で、Ｊリーグ公式記録 日が極立っていたが、最近は ベルギー・スタンダールに ＦＣなでしこ横浜を４対０で
によれば３人はわずか１試合 Ｊリーグの各チームで鍛えら 移った。５人とも横浜マリノ 下し栄冠に輝いた。三位は駒
に出場しただけで帰国してし れて経験を積み韓国代表にな スからで横浜フリューゲル 林ＳＣローザと横浜ウィンズ。
ス、
横浜ＦＣは１人もいない。
る選手もいる。
まった。
そして最も注目されたのが
▽横浜からの輸出はわずか５
▽韓国からは柳想鉄が最初
年に横浜Ｆマリノスからイ
今やＪリーグは韓国から 人
Ｊリーグ開幕から 年、日 タリア・レジェーナに移籍し
本から海外、特に欧州クラブ た中村俊輔だろう。中村は
に移籍する選手は多く、若手 年にスコットランドのセル
が積極的に海外へ行ってい ティックに変わってからの活
る。Ｊリーグでは 年に名古 躍ぶりは世界に知られ、 年
屋の小倉隆史（オランダ・エ までに得意のＦＫですばらし
クセルシオール）が最初で、 いゴールを量産した。 年に
スペイン・エスパニョールに
読売のカズこと三浦和良は
日本サッカー協会公認のＤ
年にイタリア・ジェノアに、 移籍し、 年に横浜Ｆマリノ 級コーチ養成講習会（協力・
平塚の中田英寿はイタリア・ スに戻ってきた。その中村の 横浜サッカー協会）が 月２
プレーは今でもＪリーグ、横 日、３日の二日間にわたり、
ペルージャに移籍した。
ところが世界的な輸出港で 浜Ｆマリノスで輝いている。 横浜みなとみらいスポーツ
ある横浜港を持つ横浜市から 〝輸入過剰〟横浜でいいのだ パークで行われた。
はわずか５人である。 年に ろうか。
このＤ級コーチ養成講習会
04
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40名が参加
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多くの外国選手が横浜に
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ナス（ 、 年）ゴイコエチュ 移ってきた選手はブラジル人
ア（ 年）
、ユーゴからペド 選手と並ぶくらいに多い。Ｊ
ロビッチ（ 、 年）が、横 リーグ発足時には広島に蘆延
浜フリューゲルスもロシアか 潤がいたが、横浜に韓国選手
らレディアコフ（ 年）ポル が入ったのは２００３年に横
トガルからフットレ（ 年） 浜Ｆマリノスに入った柳想鉄
が加わり、世界のそうそうた （ 、 年）が最初で、柳は
年に柏でプレーした経験を
る選手が日本のグラウンドを
走り回った。現在まで横浜マ 持っており、そのパワフルな
リノスは 人、横浜フリュー 動きは圧巻だった。翌 年に
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キー（市原、現千葉）と世界
のスーパースターがＪリーグ
に加わった。
横浜マリノス
（現
横浜Ｆマリノス）にはアルゼ
ンチンのエース、ディアスと
ビスコンティ、さらに 年
月にはサパタの３
人に、ブラジルか
ら既に所属した。
横浜フリューゲル
スにはブラジルからエ
ドゥー、アウドロ、アンジェ
ロの３人にアルゼンチンから
モネール、エルサルバドルか
らチェローナの５人が登録さ
れた。横浜の両チームはまさ
に南米のスター集団で形成さ
れていた。
その後横浜マリノスにはメ
ディナ・ベージョ、マサシュ
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１９９３年、日本プロサッ
カーリーグ（Ｊリーグ）が誕
生して今年で 年。その間に
横浜とＪリーグの間にはいろ
いろなエピソードがあった。
前回に続いて今回は横浜に
やって来た世界の選手たちを
紹介してみよう。
▽南米のスーパースターが揃
う
Ｊリーグの発足に当って、
各クラブがどのような外国人
選手を集めるかが話題となっ
た。実際に幕を開けるとＪ
リーグ チーム全体で カ
国、 選手が参加した。ブラ
ジルからはジーコ（鹿島）イ
ングランドからワールドカッ
プの得点王、リネカー（名古
屋）ドイツからはリトバルス
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