決勝
第94回天皇杯全日本サッカー選手権大会

2014年12月13日
（土）14:00キックオフ 日産スタジアム
（ガンバ大阪×清水エスパルス）勝者 対

 （ジェフユナイテッド千葉×モンティディオ山形）
勝者
市長杯

２０２０年東京オリンピッ
ク・パラリンピックが開催さ
れる。私たち日本人にとって
大変誇らしいことである。ス
ポーツへの関心、盛り上がり
はもちろん、日本人の気力を
高めてくれることは間違いな
い。この東京オリンピック・
パラリンピック開催を機に横
浜のスポーツのさらなる向上
と横浜サッカーの飛躍を目指
したい。そうした展望を踏ま
えて氏平祐輔
（一社）
横浜サッ
カー協会会長と、山口宏（公
財）横浜市体育協会会長との
対談をお願いした。
司会 神
=林飛雄史（一社）
横浜サッカー協会理事・広報
委員長（敬称略）
リンピックの運営に携われた
とお聞きしていますが。
氏平 その時には、オリン
ピック委員会の組織の一員と

感動しまし
た。三ツ沢球
技場には日本
代表の監督を
務めたイビ
チャ・オシム
氏もユーゴス
ラビアの代表
選手としてき
ています。
山口 すば
らしい経験をお持ちですね。
氏平 １９６４年東京オリ
ンピックに戻りますが、当時
来日していた指導者のデット

マール・クラマー氏がトーナ
メント戦でしか行われていな
かった社会人サッカーに対し
て、リーグ戦方式でないと日
本のサッカーは伸びていかな

いという提言をされて、日本
リーグが発足、そしてＪリー
グに発展してきました。
また、グラウンドの新設や
地域への普及、指導者の養成
ということでも大きな節目と
なりました。
司会 横浜サッカー協会も
周年を迎えようとしていま
す。
山口 横浜サッカー協会は
輝かしい歴史をお持ちです
し、組織的にもしっかりして
います。会長の就任のときの
記事を拝読させていただきま

山口宏会長

サッカ ー発展の礎に…氏平
スポ ーツ向上の機会…山口
してサッカーの運営に携わっ
ていました。三ツ沢球技場で
４試合が行われました。世界
のトッププレイヤーの試合に

のでしょうか。
氏平 サッカーの種目で今
のところ聞いているのは、横
浜国際総合競技場（日産スタ
ジアム）が試合会場に、三ツ
沢球技場が練習会場になるで
あろうということです。福島
県、宮城県でも何試合か行わ
れることになると聞いていま
す。
山口 新聞報道によるとト
ライアスロンが東京の海では
できないのではないかという
記事が出ていました。横浜に
来るのではないかという期待
があります。これまで、横浜
は何回も国際大会の開催経験
があります。１９６４年には
東京オリンピック、２００２
年にはサッカーＦＩＦＡワー
ルドカップなどが行われてお

1964年東京オリンピック時の三ツ沢球技場
（上）
、試合風景
（下）

り、この２０２０年東京オリ
ンピック・パラリンピックに
関与することで新しい刺激と
なり、さらにスポーツが活性
化できたらと思います。
氏平 １９６４年東京オリ
ンピックが一つのばねとな
り、我が国のサッカーが発展
してきました。２０２０年も
すばらしい試合が見られる
チャンスです。そして多くの
感動を受けることにより、よ
りサッカーの発展に結びつい
ていくことを期待していま
す。
また、
この東京オリンピッ
ク・パラリンピックの代表選
手を目指して今、 代の選手
に頑張ってもらいたい。横浜
から多くの代表選手が出るこ
とを期待しています。
山口 最近、子どもたちの

遠投力が衰えたというニュー
スを見ましたが、体力の強化
を図るうえでも東京オリン
ピック・パラリンピックを機
に、スポーツにより関心が高
まっていき、少年少女からシ
ニアまで生涯スポーツとして
楽しめるものを見つけてほし
いと思います。
司会 ありがとうございま
した。

ハーフタイム

85

した。いくつかの課題を提起
されていましたが是非、会長
の御尽力、そして組織力でク
リアし、よりすばらしい協会
にしていただきたいと思いま
す。
氏平 あり
がとうござい
ます。
司会 ２０
２０年東京オ
リンピック・
パラリンピッ
クでは横浜で
開催される競
技は何かある
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２０１４年は、年明け早々
からワールドカップで盛り上
がり、２０２０年東京オリン
ピック・パラリンピックで夢
を膨らませた年であった。
ワールドカップは惨敗とい
う結果で幕を閉じたがオリン
ピックの方はまだまだ期待が
高い。
横浜サッカー協会は氏平祐
輔会長が就任し新体制がス
タートした。横浜サッカーの
未来への礎つくりの到来と
なった。

２０１４年も多
くのことがあり、
また新しい年を迎
えようとしてい
る。この号が発刊
される頃には、多
くのカテゴリーで
優勝チームが現れることだろ
う。先日、Ｊリーグの試合後
に優勝候補・浦和（ ／３現
在首位）のペトロビッチ監督
と話ができた。過去広島を６
年指導してあらたな基礎を作
り、その後浦和に広島時代の
教え子を連れて移って３年
目、いよいよリーグ優勝の
チャンスがやってきた し
かし彼が日本で過去に一番印
象に残っているのは勝ち負け
よりも広島時代に２部に降格
した時、辞任を決めていたペ
トロビッチ監督に入れ替え戦
終了後に広島の社長が監督継
続を要請してきたことだとい
う。ペトロビッチ監督は心意
気に感動し翻意して継続し１
年で１部復帰を果たした。（ち
なみにチーム降格の責任はフ
ロントの辞任・降格でとって
いる。
） 後に広島はリーグ
連覇を果たしている。この監
督続投は一般的に降格すると
監督は引責辞任・解任が当然
だった当時としては異例のこ
とで他のクラブに対しても一
石を投じた形になり、その後
同様のケースが出てきた。
チームが「熟成」するという
のは、このような紆余曲折や
それに向かい合う人間の心意
気と絆がないとできないかも
しれない。 
（飛）
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氏平祐輔会長

１月４日 第39回横浜少年サッカー大会市長杯開会式 【横浜スタジアム】
１月12日 第３回ガールズワンデートーナメントサッカー大会 【玄海田公園】
優勝 横浜ウィンズ
２月２日 シニアマスターズ大会決勝
【ニッパツ三ツ沢】
優勝 40の部 緑ヶ丘クラブ
OBの部 神奈川四十雀シニア
２月22日 スーパーキッズ大会 Goal18
【MMSP】
日産スタジアム杯
優勝 小学生の部 緑区選抜
【MMSP】
中学生の部 桐蔭学園中学
【日産スタジアム】
３月15日 第24回横浜少女大会
【玄海田公園】
優勝 横浜ウィンズ
３月16日 第39回横浜少年サッカー大会市長杯決勝
【MMSP】
優勝 SCH FC
３月30日 平成25年度横浜市民大会一般の部決勝
【三ツ沢陸上】
優勝 品川CC横浜
４月13日 第41回横浜市春季少年サッカー大会スタート
４月27日 第49回横浜市長旗争奪ジュニアサッカー大会決勝 【ニッパツ三ツ沢】
優勝 横浜FCジュニアコース
５月
平成26年度市民大会（社会人）スタート（平成27年３月まで）
平成26年度市民リーグ（社会人）スタート（平成27年３月まで）
平成26年度マスターズ（シニア）スタート（平成27年３月まで）
６月28日 スーパーキッズ大会 Goal19
【MMSP】
【ニッパツ三ツ沢他】
７月６日 第41回横浜市春季少年サッカー大会決勝
優勝 Lの部 SCH FC
LLの部 バディーSC
SLの部 SCH FC
７月26日～28日 第28回シニア訪韓
８月２、３日 ビーチスポーツフェスタ2014 ビーチサッカー大会
【金沢海の公園】
８月12、13日 日韓ジュニアサッカー大会
【ニッパツ三ツ沢】
【三ツ沢陸上】
８月24日 第53回横浜市長杯争奪 日朝親善サッカー大会
８月30、31日 NHKジュニアサッカー大会
【MMSP】
優勝 横浜F・マリノス プライマリー
９月７日～15日 第17回横浜市区選抜少年サッカー大会（マリノス杯） 【マリノスタウン】
優勝 緑区選抜
９月13日 スーパーキッズ大会 Goal20 【しんよこFP、日産スタジアム】
９月20日 第46回国際チビッ子サッカー大会スタート
９月23日 第22回カトレア杯少女サッカー大会
【玄海田公園】
優勝 すすき野レディース
12月13、14日 横浜招待少年サッカー大会 【横浜スタジアム、MMSPほか】

司会 ２０２０年東京オリ
ンピック・パラリンピックが
冬季オリンピックを除き、２
回目のオリンピックとなりま
す。１９６４年東京オリン
ピックのときは氏平会長もオ

主な行事
2014年

横浜スタジアム
１月４日
（日）開会式

期待される
“2020年
東京オリンピック”
“横浜スポーツ”
の飛躍へ!
第94回天皇杯全日本サッカー選手権
大会決勝戦用に制作されたポスター
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故

横浜Ｆ・マリノス

が優勝

内田

渉

イマリー（西区）
準優勝：ＪＦ
 Ｃ ＦＵＴＵＲ
Ｏ（泉区）
３位：バディーＳＣ（南区）
４位：あざみ野ＦＣ
（青葉区）
５位：Ｙ・Ｓ・Ｃ・Ｃ（中区）
６位：山王谷ＳＣ（磯子区）

ＦＣすすき野が制覇
チームが参加し、トーナメ
ント方式で行われた。
少女サッカー大会も、なで
しこジャパンの活躍から
年々、参加チームも増えてき
ており今回は チームが参加
した。
決勝戦はＦＣすすき野レ
ディースが横浜ウィンズを５
対０で下し、優勝した。

第 回カトレア杯少女サッカー大会
平成 年度・第 回カトレ
ア少女サッカー大会が９月
日、玄海田公園運動広場で、
23

第 回ＮＨＫ杯８人制大会
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、 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に進
出、２日目は準決勝リーグ、
順位決定戦が行われた。
結果、決勝戦は３対１でマ
リノスが、３位決定戦では５
対１でバディーが５位決定戦
では３対１でＹ・Ｓ・Ｃ・Ｃ
が、勝利した。
総合順位は次の通り。
優勝：横浜Ｆ・マリノスプラ

髙 野 一彦元会長を偲 ぶ
横浜サッカー協会
副
会
長

髙野一彦元会長が去る８月 日に逝去された。氏は教職
員として教鞭のかたわら教育の一環としてサッカーの指導
にも情熱を傾けた。また、横浜サッカー協会においては１
９５８年に理事就任から理事長、副会長、会長を歴任し２
００４年に会長退任までの約半世紀にわたり協会運営に携
わり、協会の礎を築くとともに横浜サッカーの普及、発展
の貢献者の第一人者である。故髙野一彦元会長を偲び、教
員時代の後輩でもあり、サッカーを通して深い親交を持た
れていた内田渉副会長にご執筆をいただいた。

第 回横浜市区選抜少年
サッカー大会（マリノス杯）

第三位は金沢ガールズ、あ
ざみ野キティーズだった。

反則と叫びましたが…前半終
了。すぐに相手校井上先生が
ベンチに来られ、髙野先生笛
吹いたもんね（笑）…筆者、
笑っていられず…
後半になりS中が二点入れ
て逆転しましてS中の勝利。
ちなみに主審髙野先生は終了
後、筆者に何度も謝罪して下
さいました。あれは私の間違
いです。S中が勝って良かっ
たと。
このジャッジは生涯忘れな
かったようで何かの折によく
話題にあがりました。
長い間、ご指導・ご鞭達本
当に有り難うございました。
ごゆっくりおやすみ下さい。

が、９月７日よりマリノスタ
ウン他市内グラウンドで行わ

第 回選抜少年サッカー大会

緑区選抜が２連覇達成
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・主審「正解だ」
サッカーにあては
めてみた場合、パス
を出した選手が次に
とるべき行動を生徒
にわかりやすく説明
して下さっていまし
た。そんな素晴らし
い先生も一生に一度
のミスジャッジをな
されました。
県総体準決勝での事です。
奥寺康彦氏の恩師・井上千尋
先生率いるＩ中学 筆者率い
るＳ中学、前半 分Ｓ中 が
Ｉ中 にペナルティエリア内
で反則、 を宣告されました。
反則には全く問題はありま
せんでした。Ｉ中学キッカー
はボールをセットし思い切り
ゴールに蹴りました。ボール
は無情にも右ゴールポストに
当たり、今蹴ったばかりの選
手の足元にはね返ってきまし
た。本人は夢中でボールを蹴
り今度はゴールネットをしっ
かり揺るがせ大喜びです。と
同時に主審もゴールインの笛
を吹きました。筆者は大声で

の家族も多数応援に駆けつ
チームが参加
け、熱心に応援していた。大
会終了後は、希望した チー
スーパーキッズゲーム
ムが日産スタジアムに移動
９月 日に２０１４ＹＦＡ し、Jリーグ、マリノス戦の
スーパーキッズゲームＧｏａ 前座試合に臨んだ。
天然芝のすばらしいピッチ
ｌ⓴ トリコロールパーク
が、しんよこフットボール 上で、将来のサッカー選手を
パークと日産フィールド小机 夢見て真剣にプレーするち
で開催された。本年度２回目 びっこの姿に、スタンドの観
の開催で、 チーム593人 客からも惜しみない声援が送
の元気なちびっこたちが参加 られていた。
次回は、平成 年２月 日
した。
大会形式は８人制で、それ （土）にみなとみらいスポー
ぞれの会場にはちびっこたち ツパークで開催される。
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れた。
この大会は 区の選抜チー
ムによる大会で、優勝チーム
は 月に行われる横浜招待
サッカー大会に出場できる。
予選リーグは３チーム６ブ
ロックで行い、
成績上位８チー
ムが決勝トーナメントに進出
した。決勝戦は９月 日にマ
リノスタウンで行われ、
緑区
選抜が４対１で港南区選抜を
下し、
大会２連覇を達成した。
決勝戦
緑区選抜４―１港南区選抜
３位決定戦
旭区選抜３―０中区選抜

本年より、少年と少女が４
種に統合されたのを機に、少
年委員会で横浜女子トレセン
を立ち上げた。
６月に実施した第１回セレ
クションには少年・少女チー
ム チームから100名の５
年・６年生が参加し、初代女
子トレセン選手として 名が
選ばれた。
７月 日には、横浜少女ト

レセンのお披露目として、
ニッパツ三ツ沢球技場でマリ
ノスの前座試合を実施した。
毎月 回のトレーニングを
横浜トレセン（少年）と同じ、
マリノスタウンのグラウンド
で実施し、各地域のトレセン
との交流戦への参加も開始し
ており、将来のなでしこ選手
を一人でも多く横浜から輩出
できることを期待している。
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㈲ マ ル イ シ 工 芸
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した。
次に先生が審判（主審）を
して下さった折の思い出です。
場所は現ニッパツ三ツ沢球
技場での事です。先生には、
健康の保持増進の為にご退任
されました後、県総体予選、
市長杯の準決・決勝の主審を
何年かお願いしてまいりまし
た。審判服（上衣）には誰も
拝見したことのないワッペン
を付けていました。
反則の笛を吹いた後、
必ず、
反則者の背番号と反則名を伝
えピッチ狭しと走る姿は常に
若々しく新鮮に感じていまし
た。試合終了後は、両チーム
の選手を整列させ、審判をし
て記憶に残っているプレイに
ついて講評して下さいまし
た。少々下品なお話で恐縮で
すがお許し下さい。
〝講話の
ひとこま〟
・主審
 「君たちはトイレに
行き用を足した後、次に
どのような行動をとり
ますか？」
・選手
お尻を拭
 「えーと‼︎
き流します。
」
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神 奈 川 新 聞 社
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て私の記憶に残るお言葉・お
教え・エピソードについて記
させて戴きます。
冒頭・蘇るお言葉として…
教育者として、我々後輩（と
はいえ親子ほどの年齢差）に
〝三足・五足の草鞋を履け〟
と熱い思いで申されました。
一、学級経営の充実
他の
 学校にはない明るい
豊かな学級。
二、教科経営の努力
専門
 的分野の教養を高め
よ。
三、部活動の指導
課外
 活動を通してより積
極的な指導。
四、生徒指導の充実
より
 多くの生徒と関わり
個性を知れ。
五、事務処理を迅速に
文章
 の作成、完成を素速
く終わらせよ。
以上の教訓は、自分が退任
する時まで実行させて戴きま

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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横浜サッカー協会会長、
県・ 富な教養力を生かされ多くの
市中学校サッカー部創始者、 人を教育されました。
中学校長等々他にも幾つかの
人格も温厚・冷静・明るく
役職を歴任。その経験から豊 誰からも尊敬されました。
髙野氏（こ
れより先生と
呼ばさせて戴
きます）は誠
に残念ですが
この夏・八月
三十一日にご
逝去なされま
した…。
先生につい

少女トレセンが
スタート
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飛躍する
少年少女サッカー

