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第94回天皇杯全日本サッカー選手権大会
２回戦

６月１日

ニッパツ三ツ沢競技場

７月12日（土）キックオフ 18：00（予定）
横
 浜F・マリノス 対（長崎県代表×宮崎県
代表）勝者
７月13日（日）キックオフ 18：00（予定）
横浜FC 対 カターレ富山
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年度事業計画

第24回横浜少女サッカー大会

られた。
登録チーム数としての増減
は少ないが、永く活動されて
いたチームが解散となり、参
加されなくなったことは何と
も寂しい限りである。
今年度もすべてのチームの
協力を得て、大会が進んでい
くことを望んでいる。

横浜ウィンズが制覇

26

指導者育成、地域交流など

26

臨時会員
総
会

（一社）
横浜サッカー協会は３
月 日、かながわ県民センター
で平成 年度臨時会員総会を
開き、平成 年度事業計画、
平成 年度収支予算について
審議し、決めた。
平成 年度事業計画では、
指導養成事業で新たに「指導
者養成 基調講演」を行うこ
ととなった。また、地域交流
事業では、昨年より実施の「ね
んりんピック大会」を今年も
行うなど、多くの大会が継続
的に行われる。
受託事業では、Ｊリーグ関
係でマリノスのＡＣＬ予選リー
グ、ＹＳＣＣのＪ３参戦等を
追加した。

リーグ優勝を表彰

10 26
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社
 会人委員会総会
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平成 年度市民リーグ優勝
チームは次の通り。
１Ａ Ｊクラブ、１Ｂ 港北Ｆ
Ｃ、１Ｃ かながわクラブ、
１Ｄ 横浜スポーツアンドカ
ルチャークラブ、２Ａ ＦＣ
ドミンゴ、２Ｂ 大豆戸ＦＣ、
２Ｃ ＦＣ Ｐｉｎ Ｓｏｌｅ
ｉｌ、２Ｄ 横浜市役所サッ
カー部、２Ｅ ＦＣ ＣＡＹ、
２Ｆ ＧＥＯ Ｘ ＦＣ、３Ａ
ＦＣ ＡＳＡＮＯ、３Ｂ ＦＣ
横浜アズール、３Ｃ 横浜和
泉スポルビア・レジェンダ、
３Ｄ 神奈川蹴球団
25

‒

第24回横浜少女サッカー大会が３月15日、玄海田公園
運動広場で行われた。同大会には８チームが参加しトー
ナメント戦で行われ、横浜ウィンズがFCすすき野レ
ディースを下し、前回の雪辱を果たした。３位は、緑ピ
クシーズ、青葉ガールズ。

ブラジルＷ杯に期待
斎藤学選手（マリノス）
日本代表に
６～７月に行われるサッ
カーのワールドカップ・ブラ
ジル大会に出場する日本代表
選手 人が５月 日発表され
た。横浜からは横浜Ｆ・マリ
ノスの斎藤学選手が選出され
た。斎藤選手は同日、日産ス
タジアムで記者会見を行い、
「日本代表として選ばれて素
直にうれしい。横浜市やクラ
ブの代表としても頑張って役
割を果たしたい」とうれしそ
うに語った。斎藤選手の活躍
に期待したい。
23
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Ｊリーグが誕生
して 年の節目を
迎え、５月 日は
「Ｊリーグの日」
に制定されたのは
ご存知ですか。
年のその日に開幕
された事に由来する様です。
何事にも記念日や記録があり
ますが、横浜サッカー協会会
員の中にも、サッカーの試合
日本代表は、５月 日に壮 の公式記録を担当して、長年
行試合としてキプロスと対戦 にわたり貢献された方がいま
始まりは日朝大会からで、
（埼玉）し、
米国合宿を経て、 す。
東京オリンピックの三ツ沢会
ブラジル入りする。
大会は６月 日に開幕。日 場での記録員を挟み、Ｊリー
本はグループリーグＣ組で、 グの節目で 年となります。
素晴らしい事です さて、今
試合日程は右表の通り。
月はブラジルワールドカップ
本大会が始まります。この
写真上 Ｗ杯のメインスタジア
ム「エスタジオ・ド・マラカナン」 ワールドカップは４年ごとに
写真下 日本代表に選ばれた斎
開催される事を皆さんはご存
藤学選手 ＪＦＡ
じだと思います。過去の本欄
を振り返って見ると、ドイツ
大会、
南アフリカ大会に続き、
今回も本大会時期に文を綴る
事になり、３大会連続の記述
となりました。不思議なめぐ
り合わせの様に感じます
ところで、ご存知ですか、エ
ドゥー、サンパイオ、ジー
ニョ、エバイール、エバート
ン、ブリット、マルキーニョ
ス。そうです、彼らを始め、
横浜に本拠を置くチームに過
去から昨年度までに在籍した
ブラジル人選手は 人で、外
国籍の選手では最多です。Ｊ
チームの全チームでも数える
のが大変なくらい圧倒的にブ
ラジル人選手が多いのです。
今も頑張る、ドゥトラ、そし
て、ブラジルの代名詞ともな
る有名選手は数多いですが、
オールドファンにはペレ、
ジーコ、ドゥンガ、…と、いっ
たところでしょうか ここ
で問題です。
【友達なら当た
り前】と言えば○○○○○こ
の人もブラジル人選手です。
当時流行したセリフだよ。誰
でしょう。
【度新有】 （守）

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26年度キッズ大会
時期 平成26年６月、９月、平成27年２月の３回
⑵第17回区選抜少年サッカー大会（マリノス杯）
時期 平成26年９月13日（土）～21日（日）
（予定）
⑶第40回市長杯横浜少年サッカー大会
時期 平成27年１月４日（日）～３月７日（土）
⑷第41回横浜市春季少年サッカー大会
時期 平成26年４月13日（日）～７月６日（日）
⑸第46回国際チビッ子サッカー大会
時期 平成26年９月20日（土）～12月６日（土）
⑹2014NHK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26年８月30日（土）
、８月31日（日）
⑺第49回市長旗争奪ジュニアサッカー大会
時期 平成26年４月
⑻第22回カトレア杯少女サッカー大会
時期 平成26年９月
⑼第26回横浜少女サッカー大会
時期 平成26年５月６日（祝火）
、10月13日（祝月）
、～11月３日（祝月）
平成27年１月25日（日）
、２月15日（日）
、３月28日（土）
⑽平成26年度レディースマスターズサッカー大会
時期 平成26年５月４日（日）
、６月15日（日）
、７月13日（日）
、９月15日（祝
月）
、11月16日（日）
、平成27年２月11日（祝水）
⑾平成26年度市民リーグ社会人の部
時期 平成26年５月～27年３月
⑿平成26年度市民大会社会人の部
時期 平成26年５月～27年３月
⒀平成26年度市民マスターズサッカー大会
時期 平成26年４月～27年３月
⒁シニア新春サッカーフェスティバル
時期 平成27年１月11日（日）
⒂オールドボーイズフェスタ
時期 平成27年３月（予定）
⒃シニア親善サッカー大会
時期 平成26年４月～27年３月
⒄2014ビーチサッカー大会
時期 平成26年８月２日（土）
、３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：114 少年：171 シニア：36 女子：13
ジュニアユース：26 中・高体連等：４
計364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26年11月１日（土）
、２日（日）
（２日間）
⑵審判員の指導養成
時期 平成26年12月予定 延べ２日間
⑶指導養成 基調講演
時期 平成26年10月25日（土）
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26年５月～平成26年12月 平日夜間 10回
⑵U13育成リーグ
時期 平成26年５月～平成27年３月 平日夜間 20回
⑶U15強化試合
時期 平成26年７月、12月、平成27年３月 平日１日間 ３回
⑷GK講習会
時期 平成27年３月１日（日）
⑸トレセン事業
時期 平成26年４月～平成27年３月
⑹ジュニア競技力向上事業
時期 平成26年４月～12月
⑺第39回神奈川県選抜少年サッカー大会への参加
時期 平成26年７月19日（土）
、20日（日）
、26日（土）
（予定）
⑻第34回神奈川県チャンピオンシップU-12への参加
時期 平成26年８月23日（土）
、24日（日）
、８月30日（土）
（予定）
⑼第６回神奈川県チャンピオンシップU-10への参加
時期 平成26年８月23日（土）
、24日（日）
、８月30日（土）
（予定）
（10） 第12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26年12月13日（土）
、14日（日）
（予定）
（11） 第５回神奈川県地域交流大会への参加
時期 平成26年９月
（12） 第９回神奈川県地域対抗サッカー大会への参加
時期 平成26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 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27年１月12日（月祝）
⑶シニア・レディースサッカースクール
時期 平成26年４月・５月・６月・７月・９月の第３日曜日と10月19日（日）
計６回
⑷生涯サッカー教室の開催
時期 平成26年４月～平成27年３月 金昼間開催 40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（2014年は横浜開催）
時期 平成26年８月11日（月）～14（木）
（予定）
⑵第53回日朝親善サッカー大会
時期 平成26年８月24日（日）
⑶日韓シニア交流大会
時期 平成26年７月26日（土）～28日（月）
⑷横浜招待少年サッカー大会
時期 平成26年12月13日（土）
、14日（日）
⑸横浜招待サッカー大会
時期 平成27年２月７日（土）
、８日（日）
⑹シニア地域交流大会
時期 平成27年３月８日（日）
⑺ねんりんピック
時期 平成26年４月予選会・10月４日（土）～７日（火）本大会
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26年４月～27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26年４月～27年３月
対象事業 Ｊリーグ・Ｊリーグカップ・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・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26年４月１日～27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 その他こ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。

平成 年度社会人委員会総
会および平成 年度市民リー
グ表彰式、平成 年度市民大
会抽選会が５月 日関内ホー
ル小ホールで開催された。
リーグ優勝チームには会長
より賞状と記念のボールが贈

平成26年度事業計画
１

日本の試合日程（日本時間）
グループリーグＣ組

©

18

27

６月15日午前10時
コートジボワール
（会場・レシフェ）
20日午前７時
ギリシャ（同・ナタル）
25日午前５時
コロンビア（同・クイアバ）

ハーフタイム

52

20

46

15

ʼ93

第
ＳＣＨ・ＦＣが延長戦で、あ
ざみ野ＦＣを破り優勝した。
３位はＪＦＣ・ＦＵＴＵＲＯ、
４位はバディーＳＣ。
また、開会式には清水エス

回横浜少年サッカー大会（市長杯）

１月４日、横浜スタジアム
で行われた開会式で幕を開け
た第 回横浜少年サッカー大
会（市長杯）は、各チームが
トーナメントを戦い、決勝で

パルスの大前選手、元なでし
こＪＡＰＡＮの矢野選手、近
賀選手や今シーズンよりＪ３
に参戦しているＹＳＣＣの有
馬監督を始めとする多数の選
手たちが駆けつけてくれ、
チームの代表選手たちと楽し
くミニゲームを行った。
▽決勝戦
１ あざみ野ＦＣ
（延長戦１ ０）

ＳＣＨ・ＦＣ １

▽三位決定戦
ＪＦＣ・ＦＵＴＵＲＯ１
１ バディーＳＣ
（５ＰＫ４）
SCHキャプテン 中村翼
市長杯はまだSCHが優勝
した事がないので絶対市長旗
を持ち帰りたいと思いまし
た。
決勝は延長戦までもつれ
込んだけど全員が諦めなかっ
たから、
勝つことができまし
た。

163

中学生の部は、桐蔭学園中
学校（青葉区代表）が大道中
学校（金沢区代表）を延長戦
で３ １と制し、優勝した。

３月 日、三ツ沢公園をピ
ンクに染め始めた桜が散って
しまうのではないかと言うほ
どの豪雨の中で平成 年度横
浜市民大会決勝戦が行われた。
どちらが勝っても初優勝と
なる、品川ＣＣ横浜とＧＥＯ

平成25年度横浜市民大会

しんよこを起点に

横浜に初のチャレンジリ ーグ
日体大女子
サッカー部

Ｘ ＦＣの対戦となった。
途中、雨が上がった時間も少
しあったが、激しい風雨とリ
ンクするような白熱した試合
となった。
結果は２ １で品川ＣＣ横
浜が初優勝を飾った。

トーナメント戦結果
一般の部
サッカー
横浜市民大会



を目指すのではなくサッ
カーを通して人間性を磨き
日々成長出来るよう、どの
ようなことにも自ら主体的
に取り組み活動しています。
日本体育大学女子サッカー部
総務 今野 綾

第７回「日産スタジアムイ
ンターナショナルフットサル

フットサルで国際交流

平成25年度

－

－

去る５月 日（日）より
男子のＪ２にあたる女子
サッカー「プレナスチャレ

－－
12

緑 区選抜、桐 蔭 中 が 優 勝
回日産スタジアム杯

抜チームで中学生の部は各区
の代表中学校チーム。
小学生の部は予選リーグを
行い、上位８チームによる決
勝トーナメント戦で勝ち進ん
だ、緑区選抜と戸塚区選抜で
決勝戦が行われ、緑区選抜が
１ ０で戸塚区選抜を下し、
優勝した。

交流会」が、５月 日にしん
よこフットボールパークで行
われた。
この大会は、国内のイン
ターナショナルスクールと地
元の日本チームで、国際交流
を目的に７年前から行われて
いる。
今年もＵ ９（参加チーム
（同 ）の２
数６）とＵ
クラスで交流試合が行われ、
天気も良く、にぎやかな楽し
い交流会となった。今年は、
ブラジルでのワールドカップ

イヤーであり、昼休みにはブ
ラジルから来日しＪリーグ、
ＪＳＬで活躍したトレド選手
とエジソン選 手によるサッ
カースクールも行われた。

㈱ 横 浜 ア ー チ ス ト

第
第 回日産スタジアム杯少
年サッカー大会の決勝戦は、
中学生の部が２月 日、小学
生の部が３月 日に行われた。
この大会は、少年サッカー
の振興を目的にはじまったも
ので小学生の部は チーム、
中学生の部は チームが参加
した。小学生の部は各区の選
－

優勝
品川CC横浜
準優勝 GEO-X FC
３位
横浜GSFCコブラ
FT三ツ沢

㈲ マ ル イ シ 工 芸

16

品川CC横浜が初制覇
ンジリーグ」が全国で開幕
した。
横浜市内では日本体育大
学女子サッカー部
がしんよこフット
ボールパークとみ
なとみらいスポー
ツパークをホーム
に６勝１分で好ス
タートを切ってお
り（５／ 現在）
今後の活躍が期待
される。

横 浜 食 品 開 発 ㈱

Ｊ Ｆ Ｅ 東日本ジーエス㈱

神 奈 川 新 聞 社

ズ

ミ

横浜マリノス㈱

18

10

－

－

リーグ１部に所属していま
す。また、全日本大学女子
サッカー選手権大会初代優
勝の伝統校（最多優勝校
回）です。
横浜青葉区内六大学（横
浜市と青葉区と連携協定締
結）に指定されており、横
浜市青葉区を支援していま
す。地域貢献・活動として、
教育研究の成果等を広く開
放し、地域・社会に貢献す
るために「地域・社会貢献
推進委員会」を設置し、行
政と連携しながら、世田谷
区や横浜市の小・中学校で
の教育活動支援など、地域
密着の地域・社会貢献活動
に取り組んでいます。
日本体育大学女子サッ
カー部は「クリエイティブ
でアグレッシブに攻守にわ
たり攻撃的なサッカー」を
披露し優勝を目指して戦っ
ていき、ただ勝つことだけ

15

25

18

39

16

－

25

22

18

30

日本体育大学女
子サッカー部は、
日本女子サッカー
リーグ（チャレン
ジリーグ）及び、
関東大学サッカー

＊SFP─しんよこフットボールパーク
MMSP─みなとみらいスポーツパーク

シ

浜

横

㈱

覧

一

員

会

人

法

14 : 00
15 : 00
12 : 00
12 : 00
16 : 00
16 : 00
15 : 00
今後のホームゲーム
vs常盤木高 （MMSP）KO
vs清水第八 （MMSP）〃
vsJSCL
（SFP） 〃
vsC大阪堺 （SFP） 〃
vsEFCL
（SFP） 〃
vsノジマ
（SFP） 〃
vsバニーズ （SFP） 〃
6/14（土）
6/28（土）
7/12（土）
7/26（土）
9/14（日）
9/27（土）
10/25（土）

16

16

－

39

ＳＣＨ・ＦＣが優勝

６月１日
第 60 号

