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一般社団法人横浜サッカー協会は、12月
23日に事務所を移転しました。
〈移転先〉

東海旅客鉄道

三井住友
銀行

キッカーズ

あざみ野

２ ―１

鴨志田緑

Ｆ Ｃ

横浜市営地下鉄「新横浜」駅 徒歩３分
JR横浜線「新横浜」駅
徒歩４分

横 浜 Ｆ・マ リノスが制覇

２０１５年度ＮＨＫ杯８人
制少年サッカー大会兼県大会

31

ＦＵＴＵＲＯ

新横浜
ラーメン博物館

じました。
今回のカトレア杯で学んだ
ことを生かし、これからも
色々な大会で良い成績を収め
ていきたいです。

10

◎ＬＬ ―２の部

DSM
新横浜ビル

コートホテル
新横浜

横浜市予選（ＮＨＫ横浜放送
局、横浜サッカー協会共催）
が、 月 日、 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１次リーグを行い、上位
１チームが２次リーグに進
出、２日目は２次リーグと順
位決定戦が行われた。
結果、決勝戦は４対１でマ
リノスが、３位決定戦では１
対０でＦＣカルパが、５位決
定戦では４対１で六浦毎日Ｓ
Ｓ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
イマリー（西区）準優勝：美

11

18

優勝 ＦＣす す き野レディース
準優勝は横浜ウインズ、第３
位がＳＨガールズ。

声かけが大切
福井ひばり
カトレア杯でいろいろな事
を学びました。
１つ目は仲間の大切さです。
私がミスをしてピンチになっ
た時や、
パスの出し所がなく、
困っていた時にチームメイト
がフォローしてくれ、ピンチ
をしのぐことができ、仲間の
大切さという事を学びました。
２つ目は声かけです。ピン
チの時やチャンスの時、声か
けというのも大切なんだと感

すすき野

pr

晴ＳＣ（港南区）３位：ＦＣ
カルパ（緑区）４位：原ＦＣ
（瀬谷区）５位：六浦毎日Ｓ
Ｓ（金沢区）６位：しらとり
台ＦＣ（青葉区）

熱い声援を受け

キッズ大会

今年度、二回目となるキッ
ズ大会「Goal 」が 月
日、しんよこフットボール
パークなどで開催された。回
を重ねるごとにキッズメン
バーも増えてきている。元気
いっぱい、ピッチをかけまわ
る姿に保護者たちから熱い声
援が送られていた。

２０１５年 月１日号の発
行は、２０１６年１月１日号
に変更して発行しました。今
年は、
４月１日号、
７月１日号、
月１日号の発行となります。

ブリーズ発行日の変更

9

浜

横浜市港北区新横浜２―６―３

DSM新横浜７F
〒２２２―００３３
電話 ０４５―４７４―４３１５
FAX ０４５―４７４―４３１６
pr

23

横

事務所を移転しました
jr

jr

昨年は、
ラグビー
が脚光を浴びた年
だった。ワールド
カップで初勝利を
挙げ、その後予選
で３勝した日本代
表の活躍。みなさ
んご存知の五郎丸人気 今
年行われるリオデジャネイロ
オリンピックで初めて実施さ
れる７人制ラグビーには男女
ともに出場が決定している。
女子７人制ラグビーのサクラ
セブンズは女子ラグビーの存
在すらあまり知られていな
かったと思う。
何かの記事で、
ある選手が『ラグビーをやっ
ている、と恥ずかしくて言え
なかったけど、これからは
堂々と公言できる』と書いて
あったのを読んだ。かつての
なでしこジャパンもそうで
あったのではなかろうか？
ラグビーはサッカーがルーツ
どの世界でも初めの１歩は
険しいけれど、頂点を目指し
て活躍してもらいたい。輝け
サクラセブンズ！  （河）

12

サンクス
新横浜
国際ホテル

新横浜
プリンス
ホテル

地

ローム
新横浜
ステーション 新横浜ビル
ビル
新横浜プリンスホテル
スケートセンター
スキップ
フジビュー
東急イン ホテル
新横浜駅前

12

ハーフタイム

新

Ｆ Ｃ

横浜サッカー協会

回カトレア杯少女サッカー大会
23

23

第
27

19

２０１６年を迎えて

18

平成 年度・第 回カトレ
ア杯少女サッカー大会が９月
日、玄海田公園運動広場で
９チームが参加して行われた。
大会は、参加９チームを３
ブロックに分け、それぞれ３
チームによる予選リーグを
戦った。予選リーグの結果か
ら各リーグの１位チーム、２
位チーム、３位チーム同士に
よる順位決定リーグ戦を行
い、順位を決めた。
ＳＨガールズ、横浜ウイン
ズ、ＦＣすすき野レディース
が１位リーグの順位決定戦を
行い、ＦＣすすき野レディー
スが１勝１分けで優勝した。
12

10

JR

一般社団法人横浜サッカー協会
同 広報委員会
〒222-0033
横浜市港北区新横浜2-6-3

DSM新横浜7F
           
ＴＥＬ
（045）
474-4315 ℻474-4316
http://www.yokohama-fa.or.jp
印刷
神奈川新聞社
〒231-8445 横浜市中区

太田町2-23
ＴＥＬ227-0736 ℻227-0785
第41回 横浜少年サッカー大会 市長杯 開会式
１月９日（土）10：00〜 横浜スタジアム
YFAサッカーフェスティバル
１月11日（祝） 横浜スタジアム
8：50～ ガールズサッカー教室
10：35～ 親子サッカー教室
社会人交流戦 若葉台FC vs イレブンスターズ
11：40
13：05～ 中体連U14 vs ジュニアユースU14選抜
14：20～ 高体連 横浜選抜U16-A vs B

新春のご挨拶

15

２０１４年から横浜国際
チビッ子サッカー大会に少
女の部を設けました。自己
た。
交通のアクセスが良く、 のスキルを効果的にチーム
またマリノスタウンと隣接 プレーに結びつけたチーム
する利便性の高い地を離れ が多く、横浜の女子サッ
カーの将来
〝横浜サッカー文化〟
の推進へ の明るさを
横浜サッカー協会
感じまし
氏平 祐輔
会長
た。今後Ｕ
☆３位決定戦
バデ ィ ー
ＪＦＣ
☆決勝戦
、Ｕ を経て順調に発展
るのは残念でありましたが、
２ ―０
横浜栄
阿王ヶ台
ライフネット ０―０ 上星川
Ｓ
Ｃ
ＦＵＴＵＲＯ
年頭からの予定でしたので、 することに力を注ぎたいと
１ ―０
ＦＣ
Ｓ Ｃ
Ｓ
Ｃ （ＰＫ５ ― ４）Ｓ Ｃ ◎少女の部
新しい場所で一般社団法人 存じます。
☆決勝戦
☆３位決定戦
◎Ｌ ―１の部
かさねて申し上げますが、
としての活動を工夫してい
Ｆ
Ｃ
Ｆ Ｃ
Ｓ
Ｈ
☆三位決定戦
旭
きたいと存じます。
特にサッ 今後もサッカーを通して、横
２ ―０
２ ―１
霧が丘Ａ
プラタノ
横 浜 Ｆ・
ＳＣＨ．
ガ ール ズ
ガールズ
カーを通して横 浜 市のス 浜の街にふさわしいスポーツ
１ ―０
◎ＬＬ ―１の部
マリノス
Ｆ Ｃ ☆決勝戦
ポーツの健全な発展に努め、 文化の定着に努めたいと存
☆三位決定戦
☆決勝戦
ＦＣすすき野
横 浜
サッカー文化の定着に向け じます。皆様の一層のお力添
４―２
Ｓ Ｃ Ｈ． ０ ―０ 横浜Ｆ・
レ デ ィ ース
ウインズ
えをお願い申し上げます。
て活動を続ける所存です。
Ｆ
Ｃ （ＰＫ３ ― １）マリノス
☆決勝戦
２０１５年度ＮＨＫ杯 ８人制大会
バ デ ィ ー １ ―１ あざみ野
大豆戸
しらとり台
７ ―２
Ｓ
Ｃ （ＰＫ４ ― ３） ＦＣ ― A
Ｆ Ｃ Ａ
Ｆ Ｃ
◎Ｌ ―２の部
☆決勝戦
ＪＦＣ
ＳＣＨ． ☆３位決定戦
１ ―０
27

第 回横浜国際チビッ子
サッカー大会は、平成 年８
月 日に開幕し、各クラスで
予選リーグ、決勝トーナメン
トを行い、 月６日のＬＬの
部、ＳＬの部の決勝戦で約３
カ月に亘る熱戦の幕を閉じ
た。Ｌの部は、今年から実施
された、こくみん共済Ｕ ―
後期サッカーリーグを兼ね
た予選リーグを行った。
その結果、Ｌ ―１の部決
勝戦ではバディーＳＣがＪＦ
Ｃ ＦＵＴＵＲＯを２ ― ０
で倒し優勝した。また、Ｌ―
２の部ではライフネットＳＣ
が上星川ＳＣをＰＫ戦で下し
優勝した。ＬＬ ―１の部で
はバディーＳＣが、ＬＬ ―
２の部ではＦＣ霧が丘Ａが、
ＳＬの部ではＪＦＣＦＵＴＵ
ＲＯが優勝し、少女の部では
ＦＣすすき野レディースが優
勝した。各クラスの熱戦の結
果は次の通り。
◎ＳＬの部
☆３位決定戦
12

47

30

12

明けましておめでとうご
ざいます。皆様には、
新し
い年に向けての抱負を胸に
秘めて本年の門出をお祝い
されたことと存じます。
横浜みなとみらいスポー
ツパークは今 年３月 末 を
もって営業が終了します。
それに伴って、事務所を年
初 より 新 横 浜に 移 し まし

L-1 バディー
L-2 ライフネット
LL-1 バディー    LL-2 霧が丘
SL JFC FUTURO 女子の部 すすき野

優勝

国際チビッ子サッカー大会
第47回
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横浜トレセンＢが快挙

第 回横浜招待少年サッカー大会

◎５位
相模原ＴＣ

決勝進出チーム
決まる マスターズ

今回で 回を迎えた市民マ
第 回横浜招待少年サッ 位に分け順位決定リーグ戦を
スターズ大会は、 の部・３
カー大会が 月 日、 日の 行った。決勝は、唯一の５年
グループ
（ チーム）
、 の部・
日程でマリノスタウン、みな 生チームの横浜トレセンＵ ―
３グループ（ チーム）で昨
とみらいスポーツパークで開
が前年度優勝の川崎トレセ
年４月から始まり、平成 年
催され熱戦が繰り広げられた。 ンを下し、優勝した。最終結
１月末には決勝トーナメント
今大会は横浜と友好関係に 果は次の通り。
を終え、優勝チームが明らか
ある都市のトレセンチームと ◎優勝
になる。なお、総合順位決定
マリノス杯で優勝した都筑区
横浜ＴＣ・Ｕ
戦は３月 末まで続く。決勝
選抜を招待し、予選は参加
◎準優勝
トーナメントは各グループに
チームを５チームずつ３ブ
川崎ＴＣ
よる予選リーグを勝ち抜いた
ロックに分け 人制による ◎３位
各グループの上位２チーム、
リーグ戦を実施した。
その後、
横浜ＴＣ・Ｂ
計６チームにより戦われます。
予選リーグの上位と中位と下
横須賀ＴＣ
その決勝トーナメント進出し
同大会は、 チームが参加、 三位は、旭ガールズ、緑ピク たのは、次のチーム。
の部は、横浜シニア、横
８人制のトーナメント戦で行 シーズ。
なお、同大会には女子中学 浜ＯＢ、Ｋクラブ、フォルテ
われた。２回戦以降は決勝戦
も含め４試合がＰＫ戦という 生が会場設営から副審まで協 ＳＣ、Ｊクラブ、翠嵐クラブ、
接戦となった。コイントスの 力し、横浜女子サッカー発展 の６チーム。 の部は、神奈
結果、金沢ガールズが優勝し に向けて一丸となった運営 川 シニア、Ｆ･神工ＯＢ 、
盛り上がりをみせていた。 Ｋクラブ 、横浜シニア 、
た。準優勝は、
ＳＨガールズ、 で、
いわさき 、県庁シニアの６
チームである。準決勝・決勝
第 回区選抜大会 マリノス杯
は
いずれの部もニッパツ三ツ
沢球技場で開催予定である。

28

13

第２回すずらん女子サッ
カー大会は、 月 日に玄海
田公園で開催した。

15

都筑区選抜が優勝

結果は次のとおり
８月 、 、 日の３日間、
第 回横浜市区選抜少年サッ 準決勝
都筑区 ２ ―１ 磯子区
カー大会 横浜Ｆ・マリノス
杯が 区の選抜チームによる
金沢区 ４ ―３ 戸塚区
トーナメント戦で行われた。 ３位決定
決勝、３位決定戦は日産
戸塚区 ３ ―２ 磯子区
フィールド小机競技場で行わ 決勝
れ、都筑区が優勝した。
都筑区 ４ ―１ 金沢区

40

29

40

横浜から世界に通じる指導法
日本が行うべき育成時代の
指導法〜世界からの逆算〜

霜田正浩氏が講演

Ｊリーグができてから選手
育成の環境が良くなってきて
いるが、日本代表の多くは地
域のクラブから出てきてい

撃につなぐ。そのサイクルが
永遠につながっているチーム
が良いチームだ。
日本のプレイヤーには、ま
だボールを奪い取るという意
識が決定的に足りない。子ど
もの時から自分が持っている
ボールは奪われない。相手が
支配しているボールは必ず奪
い取る。ルーズボールは必ず
自分のものにする。こうした
意識付けをサッカーを始めた
時から持たせてほしい。
たとえば、身体の小さな４
年生の子どもが大きな６年生
の子どもにボールを取りに行
く。 回やって 回ともだめ
でも、小さな子が大きな子に
向かって行く、こうしたメン
タリティーを養うことが大事
であり、子どもの時から育て
てほしい。
トップレベルの選手は、
トップレベルになってトップ
レベルの感覚が養われたので
はなく、子どもの時からの試
合で積み上げてきたものだ。
トップレベルの選手が世界の
大会で相手のボールを奪いに
行き、かわされた時と４年生
の子どもが地域の大会でボー
ルを奪いに行き、かわされた
時のどちらのリスクも同じで
あるが、こうした戦う、そし
てボールを奪うという気持ち
を子どものころから培ってほ
しい。
心の底から勝ちたいという
強い気持ちをもったプレイ
ヤーを育ることが大切であ
る」と強調された。

います。
今年 月、山口県で開催さ
れた第 回全国健康福祉祭や
まぐち大会（ねんりんピック
「 お い で ま せ！ 山 口 ２ ０ １
５」
）には、政令都市・横浜
市から横浜シニア を主とし
て、各チームから補強メン
バーを加えて横浜市の代表と
して参加しました。
市代表は主戦場である山口
市の維新百年記念公園陸上競
技場に於いて、埼玉県・熊本
県・大阪府の各代表チームと
の試合に奮戦しましたが、結
果が伴わず、不振な成績に終
えてしまいました。

28

50 50

㈱ 横 浜 ア ー チ ス ト

17

50

㈲ マ ル イ シ 工 芸

18

50

Ｊ Ｆ Ｅ 東日本ジーエス㈱

神 奈 川 新 聞 社

子どもたちは、どこでどう
ブレイクするか分からない
し、また、日本にはどの地域
からでもすばらしい選手が出
てくる。
サッカーというスポーツは
８歳であろうがジュニアユー
スであろうがゴールをしなけ
れば勝てないスポーツなの
で、まずは点を取る、点を取
らせない。という本質をはず
さないことが最重要である。
常にどういった時でも、どう
いった相手でも、どういった
選手も、ゴールをめざすこと
が大事であるということを是
非、子どもたちに強く伝えて
ほしい。
今、メディアでは日本代表
が目指すポイントとして、縦
に早い攻撃をキャッチフレー
ズにしている。縦に早く攻撃
できることに越したことはな
い。縦に行けなければ横につ
なぐ、横につなげなければ後
ろに返す、それの繰り返しで
ある。
ボールを相手から奪わなけ
れば攻撃につながらない。良
い攻撃をしながら良い守備の
準備をする。良い守備から攻

29

16

横 浜 食 品 開 発 ㈱

横浜マリノス㈱

11

10

23

54 50

ズ

ミ

22

18

のリーグ戦も横浜シニアマス
ターズと並行して展開されて

60

シ

浜

横

㈱

11

18

12

第２回すずらん
少女サッカー大会

29

今年度も、 歳以上のメン
バーで構成されているチーム

28 10

40

覧

一

員

会

人

法

る。地域の指導者により多く
の子どもたちを世界に通じる
選手に育てていかなければ日
本は強くならない。

12

8

11

横浜シニアが参加

日本サッカー協会
技 術 委 員 長

22

28

ねんりんピック山口

横浜サッカー協会は 月３
日、横浜開港記念会館講堂で
日本サッカー協会の霜田正浩
強化担当技術委員長を招き、
「横浜から世界に通じる指導
法 日本が行うべき育成年代
の指導法～世界からの逆算
〜」と題した指導者向けの講
演会を開催した。
講演会で霜田正浩委員長
は、日本代表チームをどう
やって強化しているか、コー
チがどういう考えでどう取り
組んでいるかといった日本代
表チームへの指導方法につい
ての紹介と、それを踏まえて
地域の子供たちを指導してい
る指導者がどう取り組んだら
世界に通じる選手を育てられ
るかについて語った。
「 Ｕ ― からＵ ― までの
全てのカテゴリーで日本代表
が選ばれているが、全てのカ
テゴリーの戦う相手は外国人
である。 歳の時から選手に
世界と戦う経験と意識を持た
せることを教えてきている。
監督がどんな人かどんな国
の人かは関係ない。戦う選手
が日本人なのである。

霜田正浩氏のプロフィール

15

15

金沢ガールズが制覇

60

戦う気持ちを持たせること
強いメンタリティーを育てる
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1967年２月10日 東京都豊島区生まれ
1985年３月 都立高島高等学校卒業
1985年４月〜
1988年２月 ブラジルサッカー留学（３年）
1988年４月 フジタ工業サッカー部（現湘南ベ
ルマーレ）
1990年３月 京都紫光クラブ（現京都パープル
サンガ）
1993年３月 横河電機サッカー部（現横河武蔵
野サッカークラブ）
1994年３月 大塚製薬ヴォルティス徳島（現徳
島ヴォルティス）トップチーム
コーチ
1997年２月 京都パ一プルサンガユースチーム
監督
1998年２月 同 Jr ユースチーム監督
1999年２月 同 強化部 部長補佐
2001年２月 FC東京 強化部 部長代理
2006年２月 同トップチームヘッドコーチ
2006年８月 同 退任
2006年10月 ポルトガル・スペインコーチ留学
（２カ月）
2006年11月 YSCC（関東リーグ優勝）監督地
域リーグJFL 参入戦
2007年２月 ジ ェフユナイテッド千葉 トップ
チームコーチ兼サテライト監督
2008年２月 同 トップチームヘッドコーチ
2008年９月 同 リザーブズヘッドコーチ
2009年２月 財 団法人日本サッカー協会 代表
チーム部
2010年２月 現在に至る
■指導者資格
1995年
日本サッカー協会公認Ｃ級ライセ
ンス（現Ｂ級ライセンス）取得
1996年
日本サッカー協会公認Ｂ級ライセ
ンス（現Ａ級ライセンス）取得
2004年
日本サッカー協会公認Ｓ級ライセ
ンス取得
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