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横浜サッカー文化の推進へ

マリノス
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今年度から少女の部を設けた第 回横浜市春季少年
サッカー大会で 年度横浜サッカーがスタートした。同
大会のＬの部は、日本サッカー協会が提唱するＦＡリー
グの予選リーグも兼ねることとなったため従来にも増し
て白熱した試合が行われた。
恒例となったビーチサッカー
大会も猛暑にもめげず熱戦が繰り広げられた。さらに、
熱い声援の下でのスーパーキッズゲームと魅力のある横
浜サッカーが展開され、さらなるサッカー文化の推進が
期待される。
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チームみんなで頑張っていき
たいと思います。

も優勝目指して頑張りたいで
す。
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この日、 年生の時にイン
ドに引っ越した元チームメー
トが応援に来ていました。な
ので強いすすき野をみせた
い、そう思っていました。接
戦になってもみんな最後まで
あきらめなかったので優勝で
きました。とても嬉しかった
です。
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辛い練習を乗り越え

ぼくたちは今大会で一番印
象に残ったのは、バディー戦
でした。バディーさんは対人
が強くピンチがありました。
けれど、
前半の終了まぎわに、
得意のカウンターで得点が入
り優位に試合を運べました。
その結果、勝つことができう
れしかったです。夏に体力を
つけ秋もカウンターをいかし
たいです。

の 部
杉田
バディー

僕達は、この市大会に向け
て、 日 日の練習を大切に
して、どんなに辛い練習でも
乗り越えて来ました。決勝で
は、 人 人が勝ちたいとい
う気持ちが強く出ていたの
で、勝利を勝ち取ることが出
来ました。この市大会で学ん
だ事を生かし、今後の大会で
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すすき野が制覇

少女の部
少女の部は参加５チームに

今大会で、無失点優勝でき
て嬉しかったです。なかなか
うまくいかない試合はドキド
キしましたが、
「絶対に点を
入れさせない」という気持ち
で頑張りました。
これからも、

とＦＣコリアとの対戦で行わ
れ、ＦＣコリアが２対０で横
浜社会人選抜を下し、横浜市
長杯を争奪した。

試合結果は次の通り。
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Ｆ
Ｃ
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回横浜市春季少年サッカー大会
たる熱戦の幕を閉じた。
Ｌの部予選リーグは今年か
ら実施されることになった横
浜地区ＦＡリーグを兼ねるこ
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ＦＣコリアが市長杯争奪

第 回市長杯争奪日朝大会
第 回横浜市長杯争奪日朝
親善サッカー大会が８月
日、ニッパツ三ツ沢球技場で
行われた。
大会は、小学、中学、高校、
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

まだまだ、暑い
日が続いています
が皆さん如何お過
ごしでしょうか。
８月の上旬は特に
暑い日が続き、気
象庁によると都心
では観測開始以来初となる猛
暑日の連続記録を更新した様
で、
１８７５年６月から 年
目の記録更新だそうです
ちなみに、猛暑日とは気温が
度以上の日の事で、通常の
夏日とは気温 度以上ある日
の事だそうだ。まだまだ夏日
は続くと思われますが、皆さ
んも熱中症にかからない様に
こまめな水分補給に心がけま
しょう。特にスポーツなどで
は汗と共にミネラルの不足が
生じるので塩分補給も忘れず
しましょう ８月のスポー
ツと言えば甲子園の高校野球
が有名ですが、今年の第 回
大会は１００年目になるそう
です。戦争での中断が３回あ
る為、回数と年数に差異が生
じています ところで、皆さ
ん、高校サッカーの歴史も古
く 回大会で、 年になる事
をご存知ですか サッカー
の場合は、やはり戦争と大正
天皇のご崩御により４回の中
断があります。実は、厳密に
は全国大会になるのは第９回
からですが、詳細はここでは
省きます。興味のある方はパ
ソコン検索等で調べてみては
如何でしょう。 
（守）

40

97

LL

Ｌ

1

pr

少

ハーフタイム

35

94

SL

第

第 回横浜市春季少年サッ
カー大会は、４月 日の開幕
から７月 日までの各カテゴ
リーの決勝戦で約３か月にわ
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ることになりました。
（本年
度の横浜地区ＦＡリーグには
１６７チーム参加）
。
これを受けて横浜市では４
月～６月の前期リーグ、８月
～ 月の後期リーグを実施
し、その成績にて本年度は神
奈川県中央大会進出 チーム
を決めることにしています。
なお、スケジュールの都合
上このＦＡリーグが従来の横
浜市大会のＬの部予選リーグ
を兼ねることになりました。
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ＦＡリーグ（Ｕ -）
始まる

前の試合での課題を克服する
ためトレーニングに励み次の
試合で試す、というサイクル
の中で選手の育成を図る意図
も含まれています。
これにともない従来８月に
開催されていた全日本少年
サッカー大会は 月に開催さ
れることになりました。
神奈川県では７地域・グ
ループに分けＦＡリーグ（こ
く み ん 共 済 Ｕ -サ ッ カ ー
リーグ
神奈川）が行われ
in

LL
ことで、この年代に適したプ
レー機会を提供することを主
旨としており、試合形式は
ボールタッチ回数やゴール前
の攻防が多くなる８人制を採
用しています。
また、リーグ戦で行う主旨
としてはＭＴＭ（ 試合→ト
レーニング→試合）
を通じて、
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本年度より４種においてＦ
Ａ リ ー グ（ こ く み ん 共 済
Ｕ -サッカーリーグ）が始
まりました。
これは日本サッカー協会が
提唱し全国一斉に行われるも
ので、小学生年代の多くのプ
レーヤーが無理なく移動し、
年間を通じたリーグ戦を行う
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ジュニアユースキャプテン

が難しい時間帯がありました。
しかしそこでチームとして
団結力をもって崩れることな
く、辛抱強く耐えながらプ
レーし、うまく自分たちの流
れにもっていけました。そこ
で個々の特長を存分に発揮で
きたことで自信を得て成長の
きっかけを掴めました。試合
には流れがあり、チームは生
き物です。自分のやりたいこ
とだけでは通用しない。試合
全体、チーム全体を感じなが
ら「今、チームのために何を
すべきか、何ができるか？」
今後も更なる向上を目指
し、日々のトレーニングを
大事に積み上げていきたい
です。

栗原修輔

たが、そこを乗り越える事が
できたのが優勝に繋がったと
思う。それができたのは、日
頃から一人一人が切磋琢磨す
ると共に、グラウンド内外を
問わずチーム内に一体感が
あったからだと思う。
今でも優勝したという実感
はあまり湧かない。しかし、
いつまでもこの喜びに浸って
はいられない。これからも互
いに切磋琢磨し、日頃の練習
から積み上げていきたい。
最後に、この大会を支えて
くださった全ての方々に感謝
したい。

熱い声援を受け

キッズ大会

今期最初のスーパーキッズ
ゲームが６月 日にＭＭス
ポーツパークで開催された。
今回は 団体、 チーム、５
１０名のキッズ達が参加し、
元気一杯に人工芝ピッチを駆
け回り、応援の保護者からも
熱い声援が送られていた。
次回、Ｇｏａｌ は９月
日（土）に、しんよこフット
ボールパーク、日産フィール
ド小机で開催される。

３４

２１
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日本クラブユース選手権

れたあの試合は、今でも脳裏
に焼き付いています。あの瞬
間から二年間ずっと学校や寝
る時など自分の代で優勝する
ことしか考えていませんでし
た。先輩方が残した財産は
チームに、特に現３年に気持
ちと言うより誇りに近いもの
を与えてくれました。
これから自分は目標の三冠
に向かって、日本一のことは
忘れ、一人の選手としての覚
悟を持ち、プロとして成功し
日産のピッチに立ちます。

ジュニアユース監督

最初から優勝できると思っ
ていたわけではなかった。大
会前、攻めていてもなかなか
点が取れず勝ちきれない時期
があった。チーム内では、も
う一度自分達を見つめ直し、
一つ一つ練習から積み上げて
いこうという話になった。
迎えた全国大会。今、振り
返るとあるチームとの一戦が
山場だった。厳しい試合だっ
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㈱ 横 浜 ア ー チ ス ト

坪倉進弥
今大会を振り返って思うこ
とは、真剣勝負の中で自信を
得ることで、選手は大きく、
そして急激に成長することを
改めて感じることが出来たこ
とです。
その要因としては、
トー
タル８戦全勝で頂点にたどり
着きましたが、どの試合にも
ゴールを奪うこと、そして試
合の主導権を完全に握ること

育連盟（略称・中体連）の所
属チームと市内のクラブチー
ムが一堂に会し各区の予選大
会を勝ち抜いてきた区の代表
チームで決勝トーナメントを
行ってきたが、今回からは中
体連の方は春季大会等の成績
を考慮したベスト８チームと
クラブチームは予選トーナメ
ントでベスト８になったチー
ムによる決勝トーナメント戦
となった。
６月 日、しんよこフット
ボールパークで行われた決勝戦
は、エスペランサとBANFF
横浜ベイのクラブチーム同士
の戦いとなり、エスペランサ
が１対０でBANFF横浜ベ
イを下し、横浜市長旗を争奪
した。

ⒸY.F.M.

マリノスが
〝ダブル優勝〟
ご指導くださった多くの方々
全員の勝利と考えておりま
す。冒頭にも申し上げました
が非常に過酷な環境と試合日
程等で多くの意見や議論があ
ることは理解しています。無
論今後もこの議論は重ねてい
き少しでも良い環境で育成年
代の大会をより良いものにし
てく必要性はあると思いま
す。しかしピッチで戦ってい
るのは選手です。この環境の
中で何ができるのかといった
事は、十分選手を成長させる
うえで大きな意味を持ってい
ると思います。私たちはこの
過酷な環境の中で如何に相手
との「違い」を見せられるの
か？そしてその違いでチーム
を勝利に導くことができるの
か？こんなことを選手に問い
かけ続けました。大会を通じ
て大きな成長を遂げた選手も
いれば悔しい思いで大会を終
えたものと様々ですが、感情
は違えど目標は同じ方向にあ
ることを確認し次のステージ
へチャレンジしていきたいと
思っています。

ユースキャプテン

遠藤渓太

平成 年
度・第 回
横浜市長旗
争奪ジュニ
アサッカー
大会の決勝
トーナメン
ト戦は、６
月 日、
日、 日、
日の四日
間にわたっ
て行われた。
この横浜
市長旗争奪
ジュニア
サッカー大
会は、前回
までは横浜
市中学校体
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日本クラブユース選手権
（Ｕ
＆Ｕ
）でＦ・マ
リノスユースとＦ・マリノス
ジュニアユースがダブル優勝
しタイトルを独占した。
Ｕ
の決勝は、８月１日
にニッパツ三ツ沢球技場で行
われた。Ｆ・マリノスユース
は５対３で大宮アルディー
ジャユースを下した。また、
Ｆ・マリノスジュニアユース
は８月 日に帯広市の森陸上
競技場でＦＣ東京Ｕ
むさ
しを３対０で下し、それぞれ
タイトルを奪取した。

ユース監督

松橋力蔵

８月１日、僕達横浜Ｆ・マ
リノスユースは三ツ沢で日本
一になりました。個人でもＭ
ＶＰと得点王の二冠を達成で
きました。様々な人の支えや
助けには感謝しなければなら
ないがもっとも感謝したいの
はチームメイトと二年前の先
輩方です。チームメイトは自
分の調子の浮き沈みや点を取
るにつれて必然的に増すエゴ
にも文句一つ言わずに自分を
信頼してくれ、その期待に応
えるため自分自身成長できま
した。
二年前の先輩方が見せてく

第50回横浜市長旗ジュニア大会
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今夏に行われました第 回
日本クラブユースサッカー選
手権（U
）大会では、非
常に過酷な環境下での連戦
を、選手一人一人の高い意識
と目標を見据え覚悟をもって
挑んだ結果、見事最高の成績
を収めることができました。
この結果は選手を支え続け
てくださっているご家族の皆
さんや、F・マリノスの育成
に限らずこれまでに各選手を

エスペランサが争奪
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ビーチサッカー
大会
今夏

ビーチサッカー２０１５
は、８月１日、２日の二日間
にわたり金沢区の海の公園・
ビーチで行われた。二日間と
も猛暑日という厳しい環境で
はあったが気迫で暑さを吹っ
飛ばし、スピーディなゲーム
展開が繰り広げられていた。 ルールが設けられ、海辺のレ
第８回を迎えるビーチサッ クリエーションとして世界の
カーは、毎年、ビーチバレー・ 各地で親しまれてきている。
ビーチハンドボールなどとと そして、
１９９５年にはブラジ
もにビーチスポーツフェスタ ルで第一回世界選手権が開か
の一環として開催されてきて れ、その人気が高まってきてい
いる。
る。２００５年からFIFA主
ビーチサッカーはブラジル 催のワールドカップに名称を
が発祥で、１９９２年に統一 変更して隔年ごとに開催され
てきている。また、２００６
年からは我が国においても地
域予選を勝ち抜いた代表６
チームによる全国大会が行わ
れてきている。
今回のビーチサッカーに
は、小学男子 チーム、小学
女子５チーム（ リーグ戦の
み）
、一般男子 チーム、一
般女子８チームが参加。それ
ぞれ予選リーグ、決勝トーナ
メントで覇者を決めた。
大会結果は次の通り。
男子の部 ◎小学生 優
勝：藤塚B 準優勝：藤塚A
◎一般 優勝：八景ランド
リー 準優勝：FSC
女子の部 ◎小学生 優
勝：SHガールズA 準優
勝：FCすすき野レディース
◎一般 優勝：FC小坂B
準優勝：FC小坂A
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猛暑の中の熱戦

