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▶スコアボード◀
開幕戦

vs 川崎 日産スタジアム

Y.S.C.C. 3月21日（土）13:00 K/O

2015

Jリーグ
Ｊ１

横浜F・マリノス 3月7日（土）15:00 K/O
Ｊ２

横浜FC 3月15日（日）16:00 K/O
vs 栃木 ニッパツ
Ｊ３

vs 町田 ニッパツ

2015年
サッカーはファン・サポー
ターの皆さんのためにプレー
するものだと思っています。
みなさんの期待に応えられる
ように全力を尽くします。
多くのご声援をお願いしま
す。

監督 ミロシュルス

横浜ＦＣ

覇がかかる日本代表「なでし
こジャパン」に期待したい。
昨シーズンは、その実力を
３月７日からＪリーグがス だせないまま終えた横浜Ｆ・
タートする。今年は、昨年の マリノス。そして、横浜ＦＣ
ワールドカップに続き２０１ ともに新たに外国人監督を迎
５女子ワールドカップ
（Ｗ杯） えての戦いとなるがそれぞれ
カナダ大会が行われる。２連 二人の手腕に期待がかかる。
また、ＪＦＬで４年目となる
ＹＳＣＣの一層の活躍を期待

新シーズン到来

Ⓒ横浜FC

Ⓒ横浜F.マリノス

年から始まった国際チビッ子
大会での少女の部の新設、招
待大会など女子サッカーの盛
り上がりがみえてきている。
横浜サッカーの発展への良い
スタートを切りたいものであ
る。

なでしこジャパン
に期待

ⒸY.S.C.C.

横浜 ・マリノス

最後まで戦い切る選手達に、
熱い応援をよろしくお願い致
します。

シニア新春
フェスティバル

毎年恒例のシニア新春サッ
カーフェステバルが今年も１
月 日に横浜スタジアムにて
開催された。参加チームは
チーム。今年も天候には恵ま
れサッカーに興じる幸せを味
わう一日となった事ではない
でしょうか。毎年このスタジ
アムから一年が始まる事は横
浜市在住のサッカーマンに
とっては楽しみでもある。
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監督 エリク・モンバエルツ

今シーズンより、伝統と歴
史のある横浜Ｆ マ･リノスの
監督としてチームを指揮する
ことを大変光栄に思います。
Ｆ マ･リノスはタイトル獲
得のためにすべての試合で勝
利を目指します。ただ勝利す
るだけでなく、プレーアイデ
ンティティを持つこと、選手
全員が全力をだしきること、
フェアプレーが重要だと考え
ています。一緒に勝利するた
めに熱い応援をよろしくお願
いします。

Ｙ・Ｓ・Ｃ・Ｃ

11

Ｆ

年末、年始にか
監督 有馬賢二
２０１５年女子ワールド
け高校サッカー、
カップカナダ大会１次リーグ
天皇杯のテレビ観
ボールを大切にしながら
の組み合わせが決まり、なで も、常にゴールを目指す全員
戦でくれた。そし
したい。今回、３チームの監 しこジャパンはスイス、カメ
て、優勝が期待さ
サ
ッ
カ
ー
で
、
目
の
前
の
一
試
合
督にコメントを寄せていただ ルーン、エクアドルとともに 一試合の勝利を目指します。
れていたアジア・
いたが、サポーターの応援が Ｃ組で戦う。なでしこジャパ そのためには選手と共に、
カップ。残念な結
励みと述べている。グラウン ンの１次リーグの日程は、６ 日々のトレーニングから勝負 果に終わったがずい分と楽し
ドに足を運びたいものである。 月８日（現地時間）にスイス、 にこだわり、チーム一体感を めた年明けであった そん
女子では、日本体育大学女
日（同）にカメルーン、１ 大切に、攻守において最後ま な合間に枕元にあった一冊の
子サッカー部が今年度からな ６日（同）にエクアドルと対 で全員が走り切る覚悟を持ち 本 に 目 を 通 し て、ま た サ ッ
でしこリーグに参入する。昨 戦する。
決勝は７月５日
（同）
。 クラブを支えてくれる人達と カーの面白さを知った。『これ
共に多くの喜びを分かちあえ であなたもサッカー通』（著者
るよう、
昨年の悔しさを胸に、 名
=取裕樹 発行所・共同通
一戦必勝の精神で挑みます。 信 社 ）は、ワ ー ル ド カ ッ プ、
また私自身、サッカーの楽 サッカーあれこれ、
世界に挑
しさを生まれ育った横浜で学 む日本サッカー――の三部構
びました。横浜で育つ多くの 成となっている そのうち、
子供たちに、サッカーの楽し 世界に挑む日本サッカーは、
さを伝える事が出来たらと 日本サッカー小史となってお
思っています。それにはまずは り、
日本サッカー協会と天皇
私たち自身が、挑戦を心から 杯の創設が英国への誤報が
楽しむ事が大切だと思います。 きっかけだったという話や、
今年も多くの方にスタジア 日本サッカー界の出来事の紹
ムに足を運んで頂き、全力で 介とともに著者の思いも載せ
ている この一冊を読ん だ
からといって、
一端のサッカー
通気どりになるわけではない
が、
グローバルスポーツなら
ではのサッカーの奥深さを感
じさせられた。
今年も足元の
横浜サッカーに目を向けても
奥深く、
より面白いものに感
じられるＢｒｅｅｚｅにして
いきたいと思う
（梅）
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輝きのある
“ 横浜サッカー”を！

今年から少女の部（参加
チーム）も新設された第 回
横浜国際チビッ子サッカー大
会は、平成 年 月 日の開
幕から 月７日までの各カテ
ゴリーの決勝戦で約 か月に
わたる熱戦の幕を閉じた。
期間中に予選リーグ、決勝
トーナメントを戦い、L‒1
の部決勝戦ではSCH・FC
がJFC FUTUROを圧
倒し見事優勝を果たした。ま
た、L‒2部では港北FC・
ｊｒ、LL‒１の部ではバ
ディーSC、LL‒2の部で
いぶき野FC

☆決勝戦
はFCパルピターレ、SLの
FC
部ではバディーSCが優勝
南ヶ丘
１―０
し、少女の部では横浜ウイン
パルピターレ
キッカーズ
ズが初代女王の座に輝いた。 ◎LL― の部
◎SLの部
☆三位決定戦
☆三位決定戦
SCH・
しらとり台
横浜港 ０―０ 横浜かもめ
北SC （PK３―１）SC
☆決勝戦
バディー

１―０
SC
ヘリオス
◎LL‒2の部
☆三位決定戦
六ッ川 １―１ 三ツ沢
SC （PK３―２）ダックス

４―１

FUTURO

JFC

３―２
FC―W
FC
☆決勝戦
バディー １―１ 横浜F・
SC （延長３―０）マリノス
◎L― の部
☆三位決定戦
FC
FC希望ヶ丘
２―０
本郷
ライオンズ
☆決勝戦
港北
FC
２―１
カルパ
FC・
◎L― の部
☆三位決定戦
横浜F・
大豆戸
１―０
FC
マリノス

☆決勝戦
SCH・

FC

新設された
少女の部


旭
ガールズ

今回で 回を迎えた市民マ
スターズ大会は、 の部・３
グループ
（ チーム）
、 の部・
３グループ（ チーム）で昨
年４月から始まり、 年３月
末まで総合順位決定ゲームが
行われる。
決勝トーナメントに進出が

決まったのは、各グループに
よる予選リーグを勝ち抜いた
グループ上位２チームで、
の部＝かながわクラブ、横浜
雀、横浜シニア、緑が丘ク
ラブ、オフサイド 、横浜Ｏ
Ｂの６チーム。 の部＝Ｆ･
神工ＯＢ 、チング倶楽部、
５０

４０

山王谷ＳＣが優勝

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

４０

第 回 西海・藤木カップ
第 回西海・藤木カップは
月 日に中区・山手にある
YC＆ACで行われた。
この大会は 年前に故西海
輝理事がYC＆ACとの国際
交流を記念して始まったもの
で６年前からは同じく国際交
流に尽力された故藤木隆明専

務理事の両名の名を冠した
カップ戦となっている。
今回は、両名のゆかりのあ
る６チームが参加。３チーム
２グループのリーグ戦を行
い、グループ１位同士の決勝
戦を行った。決勝戦は山王谷
SCがチングクラブを２対１
で下し、優勝した。

二チーム】かながわクラブ、
横浜 雀。
の部【優勝】横浜シニア
【
、準優勝】
Ｆ･神工ＯＢ
【３
位＝二チーム】
チング倶楽部、
緑ヶ丘 となり各チームには
それぞれ賞状が授与されまし
た。

４０

５０

奮闘する
代チーム

横浜地区も昨年度末から、
歳以上のメンバーで構成さ
れているチームのリーグ戦が
横浜シニアマスターズと並行
して展開されています。
一昨年は、高知県で開催さ
れたねんりんピック２０１３
に、横浜シニア を主として
各チームから補強メンバーを
加えた選抜チームで、横浜市
の代表として初参加しました。
昨年は残念ながらチーム事
情で、全国大会（栃木大会）
には参加できませんでした
が、今年の大会にはどのチー
ムが参加するのか楽しみです。



優勝

川崎トレセンが優勝

26

５０

５０

１３

46

第 回横浜招待少年サッカー大会

５―１

ガールズ（PK３―２）ガールズ

少女の部は二ブロックに分
け、リーグ戦を行ない、上位
３チームでトーナメント戦を
行なった。
☆三位決定戦
SH
１―１ 金沢
☆決勝戦
横浜
ウインズ

㈱ 横 浜 ア ー チ ス ト

神 奈 川 新 聞 社

トーナメントを 人制で実施
した。
◎１・２位トーナメント
☆決勝戦
川崎
横須賀
２―０
TC
TC
◎３・４位トーナメント
☆決勝戦
横浜
茅ヶ崎
２―０
TC
TC

なった。
今後も横浜の女子サッカー
の普及のために環境を整えて
いくこととしている。

横浜 、横浜シニア 、緑ヶ
丘 、Ｊクラブ の６チーム
である。
決勝トーナメント上位２
チームによる決勝戦は の
部・１月 日（土）
、 の部・
２月１日（日）ニッパツ三ツ
沢球技場において、開催され
た。
の部では決勝トーナメン
ト二回戦を勝ち抜いた横浜シ
ニアと横浜ＯＢが優勝を懸け
て対戦。 の部は横浜シニア
とＦ･神工ＯＢ による決
勝戦となった。 の部の決勝
当日は前日の雪による影響も
なく、完璧なピッチ状態で試
合を展開した。前半 分過ぎ
に横浜シニアが相手ゴール右
のコーナーキックからゴール
前の混戦でこぼれたボールを
押し込み、先取点を得た。そ
の後、横浜ＯＢは何度か押し
込まれながらも、速攻で左か
ら大きく右サイドに駆け上
がったＦＷにパスが通り、
シュートするも惜しくもゴー
ルポストに阻まれ、得点なら
ず前半が終了。後半は一進一
退の攻防を展開するも両者得
点ならず、そのまま試合終了
となる。
の部は準決勝で緑ヶ丘
と１対１のまま延長を終え、
ＰＫ戦を制したＦ･神工 と
チング倶楽部を１対２と降し
た横浜シニア との決勝と
なった。横浜シニア は前半
７分、コーナーキックからの
得点さらに 分、ゴール前の
混戦状態から相手ゴール右の
ゴールラインに沿って相手選
手のマークをすり抜けて
シュート、二点目をゲット。
その後更に、一点追加して有
利な試合展開とした。後半を
Ｆ･神工 が何度もゴールに
迫るも得点ならず、後半は両
者得点ならず試合終了の笛が
鳴った。結果、横浜シニアは
・ の両チームが優勝を飾
りました。
の部【優勝】横浜シニア
【準優勝】横浜ＯＢ【３位＝

㈲ マ ル イ シ 工 芸

６０

Ｊ Ｆ Ｅ 東日本ジーエス㈱

５０

５０

１５

５０

60

横 浜 食 品 開 発 ㈱

横浜マリノス㈱

５０

５０

４０

５０

５０

ズ
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４０

シニアマスターズ大会
２８

各カテゴリーで熱戦
１２

1

2

ｊ
ｒ

２０

2

１６

４０

５０

１２

ある都市のトレセンチームを
招待し、予選は参加 チーム
を チームずつ ブロックに
分け 人制によるリーグ戦を
実施し、
その後、
順位決定トー
ナメントとしてブロック１・
２位トーナメントと３・４位

１３

4

8

1

ガールズフェス
ティバル開催

２７

第 回横浜招待少年サッ
カー大会が 月 日、 日の
日程でマリノスタウン、MM
スポーツパーク、横浜スタジ
アムで開催され熱戦が繰り広
げられた。
今大会は横浜と友好関係に
14

ｐ
ｒ

本年で３回目になる「ガー
ルズフェスティバル」が１月
日、玄海田公園グラウンド
で少年チーム、少女チームか
ら２００名の女子選手が集ま
り、行われた。
今回は、平成 年度からな
でしこリーグに参加する日本
体育大学女子サッカー部が指
導に来られて、サッカー教室
とミニゲームが行われた。短
い時間の中でも大変盛り上が
り、楽しいフェスティバルと
１２

13

横浜招待少女
第１回
サッカー大会

11

友好関係にある近隣都市の
少女サッカーのトレセンチー
ムを招いて、少女サッカーの
普及と技術向上を目指して第
一回横浜招待少女サッカー大
会が２月 日、横浜スタジア
ムで行われた。結果は次の通
り。
優勝：藤沢少女トレセン
準優勝：ビーネ青葉Ｕ
３位：横浜トレセンＡ
４位：川崎少女トレセン
５位：横浜少女トレセンＢ
６位：Ｕ 横浜トレセン
１１

１３

L-2 港北FC.jr
LL-2 FCパルピターレ
少女 横浜ウィンズ
L-1 SCH.FC
LL-1 バディーSC
SL バディーSC
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27

9

4

国際チビッ子サッカー大会
第46回
27

友好と技術向上へ

５０

５０

４０

４０
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