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▶スコアボード◀
J1 ４月10日
（日）13：00 K/O 日産スタジアム
横浜マリノス vs 浦和
J2 ４月17日
（日）17：00 K/O ニッパツ三ツ沢
横浜FC vs 東京V
J3 ４月10日
（日）13：00 K/O ニッパツ三ツ沢
Y.S.C.C. vs 秋田
５月７日
（土）14：00 K/O ニッパツ三ツ沢
なでしこ横浜ダービー FCシーガルス vs 日体大
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技術向上めざす
ジュニアユースのトレセンも
臨時会員総会

19

28年度事業計画
第

１月９日の横浜スタジアム
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、３月６
日の決勝戦は一進一退の好
ゲームとなり、１対１で迎え
た延長戦で１点を挙げた横浜

回横浜少年サッカー大会（市長杯）

Ｆ・マリノスプライマリーが
バディーＳＣを破り栄冠に輝
いた。
３位決定戦も接戦となり、
ＰＫ戦を制したＳＣＨ．
ＦＣ
が３位に、あざみ野ＦＣが４
位となった。
また、開会式では横浜Ｆ・
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素晴らしいプレーを目の当た
りにした参加選手は目を輝か
せていた。
▽決勝戦

バディー

Ｓ Ｃ

（延長１ ― ０）

pr

横 浜 Ｆ・ １ ―１

マリノス

▽三位決定戦

Ｃ

あざみ野

（５ＰＫ４）Ｆ

した。
大会形式は８人制でそれぞ
れの会場にはちびっこたちの
家族も多数駆け付け、熱心に
応援していた。
次回は６月 日にしんよこ
スポーツパークで開催される。
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Ｓ Ｃ Ｈ． １ ―１
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１６３

Ｆ Ｃ

春、
一年の中で最
も輝かしい季節で
ある。輝かしいも
のに人生の節目の
時ともいえる入学
式、
入社式もある。
将来の輝きに結ぶ
節目であってほしい。３月
日、北海道新幹線が開業、東
京と新函館北斗が最速４時間
２分で結ばれた。北海道民に
とって夢と期待を乗せた輝き
の新幹線といえる 今年は
リオデジャネイロオリンピッ
クが開催される年でもある。
男子の日本代表Ｕ ― は６大
会連続 度目の出場となる。
是非ともメダルを獲得し輝い
てほしい 横浜サッカー協会
では、当然のことながら新年
度の事業をスタートさせる。
今年度は少年少女のみ対象で
あったトレセン事業をジュニ
アユースまで広げ、技術向上
を目指す 平成 年４月１
日に一般社団法人に移行して
５年目を迎える。言うまでもな
く何事も輝くまでにはたゆま
ない努力が必要。横浜サッカー
の未来を展望し、
輝きのある
シーズンであってほしい。（梅
）

ハーフタイム

10

勝した。
また、中学生の部は大綱中
学（港北区代表）が谷本中学
校（青葉区代表）を下し優勝
した。

24

熱い声援を受け

７２４

盛上がるキッズ大会

２０１６ＹＦＡスーパー
キッズゲームＧｏａｌ が３
月６日に横浜みなとみらいス
ポーツパークとマリノスト
レーニングセンターDピッチ
で開催された。
この大会には チーム 名
の元気なちびっこたちが参加
62
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回日産スタジアム杯
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マリノスの中村俊輔選手や田
口選手、ＡＣ長野パルセイロ
の天野選手、東京ヴェルディ
の畠中選手やＹＳＣＣ横浜の
選手の皆さんが駆けつけてく
れて、参加 チームの代表選
手たちと楽しくゲームを行っ
た。特に中村俊輔選手の登場
には大いに盛り上がり、その

18

港北区選抜、
大綱中が優勝

第 回日産スタジアム杯少
年サッカー大会の小学生の部
は、横浜市内 区の選抜チー
ム同士の大会で、 区を３区
ずつ６ブロックに分け、予選
リーグが開催され、各ブロッ
ク１位の港南区、旭区、緑区、
金沢区、戸塚区、青葉区とワ
イルドカードの鶴見区、港北
区の計８チームによる決勝
トーナメントが１月 日、２
月 日にしんよこフットボー
ルパークで行われた。
決勝戦は２月 日に日産ス
タジアムで開催された。決勝
では、予選リーグで港南区に
敗れていた港北区が港南区に
１ ―０で雪辱を果たし、優
10

中村俊輔選手らが応援に

41

41

横 浜 Ｆ・マ リノスＰが優勝

行した。
技術向上事業では、従来、
少年・少女のみ対象としてい
た「トレセン事業」のなかに
新たにジュニアユースの部を
設けて活動することとなった。
受託事業については、
「日
本クラブユース選手権」がな
くなり、なでしこリーグ２部
での日体大女子と横浜ＦＣ
シーガルスの試合数が２試合
から 試合と大幅に増加した。

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28年度キッズ大会
平成28年６月25日（土）
、９月17日（土）
、平成29年２月25日（土）の３回
⑵第19回区選抜少年サッカー大会（マリノス杯）
平成28年７月16日（土）
、17日（日）
、18日（祝月）３日間（予定）
⑶第42回横浜少年サッカー大会市長杯
平成29年１月７日（土）～３月５日（日）
⑷第43回横浜市春季少年サッカー大会
平成28年４月10日（日）～７月３日（日）
⑸第48回横浜国際チビッ子サッカー大会
平成28年９月３日（土）～12月４日（日）
⑹2016ＮＨＫ杯８人制少年サッカー大会（兼県大会横浜市代表決定戦）
平成28年10月29日（土）
、30日（日）
⑺第52回市長旗争奪ジュニアサッカー大会
平成28年４月～６月 決勝６月26日（日）予定
⑻2016YFAサマーフェスタ
平成28年８月１日（月）
、２日（火）
⑼第３回すずらん少女サッカー大会
平成28年11月20日（日）
⑽第24回カトレア杯少女サッカー大会
平成28年９月18日（日）
⑾第28回横浜少女サッカー大会
平成29年２月12日（日）
、３月20日（祝月）
⑿平成28年度レディースマスターズサッカー大会
平
 成28年５月22日（日）
、
10月１日（土）
、
11月３日（祝木）
、
11月６日（日）
、
11月12日（土）
⒀平成28年度レディース大会
平成28年４月23日（土）
、６月５日（日）
⒁平成28年度市民リーグ社会人の部
平成28年５月～29年３月
⒂平成28年度市民大会社会人の部
平成28年５月～29年３月
⒃平成28年度市民マスターズサッカー大会
平成28年４月～29年３月
⒄シニア新春サッカーフェスティバル
平成29年１月８日（日）
⒅オールドボーイズフェスタ
平成29年３月（予定）
⒆シニア親善サッカー大会
平成28年４月～29年３月
⒇2016年ビーチサッカー大会
平成28年８月６日（土）
、７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チーム登録
登録数 社会人：111 少年：171 シニア：38 女子：14 ジュニアユース：25
中・高体連・J連盟チーム等：８ 計367チーム
⑵個人登録数 （四種のみ対象）
登録数
10,000人
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）
平成28年11月５日（土）
、６日（日）
（２日間）
⑵審判員の指導養成
平成28年10月予定
⑶指導養成 基調講演会
平成28年10月予定
４ サッカー技術の向上に関する事業（定款第４条第４号）
⑴ゴールキーパー講習会
平成29年３月４日（土）
⑵トレセン事業（少年/少女ジュニアコース）
平成28年４月～平成29年３月
⑶ジュニア競技力向上事業
平成28年４月～12月
⑷第40回神奈川県選抜少年サッカー大会への参加
平成28年12月17日（土）
、18日（日）
、23日（祝金）
⑸第35回神奈川県チャンピオンシップＵ―12への参加
平成28年７月16日（土）
、17日（日）
、18（祝月）
⑹第７回神奈川県チャンピオンシップＵ―10への参加
平成28年７月16日（土）
、17日（日）
、18（祝月）
⑺第13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
平成28年12月10日（土）
、11日（日）
（予定）
⑻第７回神奈川県地域交流大会への参加
平成28年９月
⑼第11回神奈川県地域対抗サッカー大会への参加
平成28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 発行時期 年４回（４月･ ７月・10月･ １月）
⑵サッカーフェスティバルの開催
平成29年１月９日（祝月）
⑶シニア・レディースサッカースクール
平
 成28年４月24日・５月15日・６月19日・７月17日・９月18日・10月16日の日曜日 計６回
⑷生涯サッカー教室の開催
平成28年４月～平成29年３月 金曜日 昼間開催
37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第55回日朝親善サッカー大会
平成28年８月20日（土）
⑵日韓ジュニアサッカー交流大会（2016年は横浜市開催）
平成28年８月（日時未定）
⑶日韓シニア交流大会
平成28年７月23日（土）～25日（月）
⑷横浜招待少年サッカー大会
平成28年12月10日（土）
・11日（日）
⑸横浜招待少女サッカー大会
平成29年１月28日（土）
・29日（日）
⑹横浜招待シニアサッカー大会
平成29年２月４日（土）･ ５日（日）
⑺シニア地域交流大会
平成29年３月26日（日）
⑻ねんりんピック
平成28年10月15日（土）～18日（火）本大会
⑼YC＆AC との交流
平成28年４月～29年３月
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）
平成28年４月～29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
平成28年４月～29年３月
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・なでしこチャ
レンジリーグ・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
平成28年４月１日～平成29年３月31日
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。

（一社）横浜サッカー協会
は３月 日、平成 年度臨時
会員総会を開催した。
同総会で、平成 年度事業
計画、平成 年度収支予算、
定款変更について審議し決め
た。
平成 年度事業計画では、
従来、技術向上事業で行って
いた「Ｕ 強化試合」を「２
０１６ＹＦＡサマーフェス
タ」として主催主管事業に移

平成28年度事業計画
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４月１日
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六浦FCが優勝
平成 年度市民大会

優勝カップを手に喜びにわく
六浦FCイレブンとスタッフ

熱した試合が展開された。試
合は前半にＰＫで獲得した１
点を守り切った六浦ＦＣが見
事優勝を飾った。

六浦ＦＣ代表補佐
三輪雅典氏の談

に感謝します。久々に優勝杯
を手にして感無量です。六浦
FＣは創立 年を過ぎ、今年
はクラブの改新元年を迎えま
した。体制も変わりますが今
後もトップ・セカンド・サー
ドの３チーム構成で横浜市社
会人サッカーを盛り上げてい
きたいと思います。

師に招き、全てグランドレベ
ルでの実技による講習が行わ
れた。
参加者は少年、少女のゴー

ルキーパーとその指導者のペ
アーで、ゴールキーパーの技
術とその指導方法について学
んだ。

第２回横浜招待少女サッカー大会

藤沢トレセンが連覇

第２回横浜招待少女サッ
カー大会は１月 日、 日の
二日間にわたり横浜みなとみ
らいスポーツパークで開催さ
れた。
参加チームは、横浜少女ト
レセンA、
B２チームを含む、
県内外の招待チーム６チーム
の８チームで行われた。
大会は４チームごとに分か
れリーグ戦を行い、リーグ戦
での１位、２位の上位パート
４チーム、そして３位、４位
の下位パート４チームによる
トーナメント戦を行った。
上位パートの結果は、優勝
が藤沢トレセンで第一回に続
き、連覇を果たした。準優勝
は相模原トレセン、第３位が
横浜トレセンA、第４位が横
浜トレセンＢ。

30
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競技場で、二連覇を狙うエス
ペランサＳＣと四大会ぶりに
決勝進出の六浦ＦＣの間で白

このような素晴らしいグラ
ウンドで決勝戦を行えたこと

平成 年度ゴールキーパー
コーチ講習会が３月５日、み
なとみらいスポーツパークに
おいて行われた。
今回のゴールキーパーコー
チ講習会は、
佐藤浩司横浜F・
マリノス育成GKコーチを講

20

観光など韓国文化を肌で感じ
ることができた。選手たちの
コミュニケーション能力は素
晴らしく歓迎レセプション会
場や試合会場、観光の場面で
も如何なく発揮していた。
この時期の気温は零下で、
その体感温度は横浜では経験
したことがないほどだった。
そのため天然芝のグラウンド
は真っ黒なシートで養生され
て使用できないため、人工芝
のグラウンドを使用しての大
会となった。ミネラルウォー
ターが過冷却で凍るなど横浜
の選手もびっくりした様子
だった。試合会場では南胴小
学校チームの親御さんたちが
総出で韓国風おでんを炊き出
ししてくれたり、焼き鳥の屋
台を手配してくれたことがと
ても印象的だった。
試合等を通して選手や指導
者の交流も深まり深い友情の
芽生えた大会となった。

㈱ 横 浜 ア ー チ ス ト

平成 年度横浜市民体育大
会サッカー競技一般の部の決
勝戦が３月 日、三ツ沢陸上

50

３位フォルテＳＣと翠嵐クラ
決勝は片側トーナメント方
ブ、 の部はＫクラブ 及び、 式のため３位は二チームとな
県庁シニアとなりました。
ります。

28

31

㈲ マ ル イ シ 工 芸

ゴールキーパー
講習会
27

27

日韓ジュニアサッカー大会 in 仁川

技術、指導方法
学ぶ

12

27

50

深まる友情と交流 !!

54

写真は、一歩も譲らなかったファイナリスト同士

40

40
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横浜市・仁川広域市国際交
流事業２０１５日韓ジュニア
サッカー大会が 月 日、
日の二日間にわたり開催され
た。
これは、２００２ＦＩＦＡ
ワールドカップ記念事業とし
て毎年横浜市、仁川広域市で
交互に開催されているもので、
今年は仁川広域市など韓国国
内で流行したＭＡＲＳの影響
もあり開催時期が夏から冬に
変更されたが、仁川広域市を
はじめ仁川体育会、仁川サッ
カー協会などのご協力の下、
交流を深めることができた。
韓国はこの時期進級の時期
となり、対戦した２チームと
も５年生で構成されたチーム
だった。５年生とは思えない
力強さを発揮し二日間にわた
り横浜選抜と対戦したが学年
の差もあり横浜選抜が全勝で
優勝カップを手にした。
歓迎レセプションをはじめ

横 浜 食 品 開 発 ㈱

Ｊ Ｆ Ｅ 東日本ジーエス㈱

神 奈 川 新 聞 社

40

ズ

50 40

40
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四十雀 対いわさき ）の決
年度シニア大会優勝チーム
勝戦が行われた。両部門とも
の部 横浜シニア
に両者譲らずの熱戦でした。
の部は横浜シニアが１対０
の部 神奈川四十雀
でＪクラブを降し の部では
権試合が展開されてきたが、 （２対２）で、ＰＫ戦による
この程、
平成 年１月 日に、 決着となり、結果、５対４の
ニッパツ三ツ沢球技場に於い スコアで神奈川四十雀 の優
て、 の部（横浜シニア対Ｊ 勝が決まりました。
の部では２位Ｊクラブ・
クラブ）と、 の部（神奈川

10

ミ

横浜マリノス㈱

16

今回で 回を迎えた市民マ
スターズ大会は、昨年４月か
ら始まり の部・３グループ
（ チーム）
、 の部・３グルー
プ（ 名７チーム）による覇

50

第26回横浜少女サッカー大会

29

FCすすき野レディースが優勝
27

第26回横浜少女サッカー大会は３月21日、26日の２日間にわたり、予選
リーグ、順位決定戦を行った。
決勝戦は、ＦＣすすき野レディースと横浜ウィンズのすばらしい試合と
なった。攻守の展開が激しく、横浜ウィンズが先制したが、終了間際にＦＣ
すすき野レディースが追いつき、ＰＫ戦となった。ＰＫ戦も決着がつかず、
勝敗はコイントスで決め、結果、ＦＣすすき野レディースが優勝した。参加
チーム数は10チーム。
写真上、40の部優勝・横浜シニア
写真下、50の部優勝・神奈川四十雀
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４月１日
第 67 号

