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ルヴァンカップ 準決勝
１０月９日
（日）１４：００Ｋ／Ｏ 日産スタジアム
横浜Ｆ・マリノス VS ガンバ大坂
ＦＩＦＡクラブワールドカップ
開幕戦１２月８日
（木）
、準決勝１２月１５日
（木）
決勝・３決 １２月１８日
（日） 横浜国際

流がより高まることと思いま
す」と、交流大会への期待を
寄せた。大会は、横浜市から
選抜チームA、Bの２チーム
が参加、三ツ沢陸上競技場で
各チーム総当たりの６試合を
行った。試合終了後は市内観
光を行った。

交流試合で親睦

甥っ子を加えて 名の参加。
試合相手は恒例の城北 シ
ニアチーム、試合グラウンド
は城北さんの素晴らしい人工
芝！
今回はグラウンド脇に観客
スタンドが設置され、より一
１１

６０

２０

５０

サッカー横浜大会が三ツ沢陸
上競技場において行われた。
今回は、
シニア、
少年の部が
日程の都合で行われなかった
が、
中学、
高等学校と社会人選

回 日朝親善サッカー大会

が市長杯争奪

第

日朝両国民の友好を深める
ために始まった親善サッカー
が半世紀以上の歴史を刻んで
きている。８月 日、第 回
横浜市長杯争奪・日朝親善

５対１

神奈川朝鮮

蹴球団

神奈川朝鮮

抜Ａ、
Ｂの４試合が行われた。
この日朝親善サッカー大会
は 回という歴史をもつス
ポーツだけがなしえる意義の
ある素晴らしい大会と言える。
横浜市長杯争奪サッカー大
会は前年度優勝したＦＣコリ
アからの優勝杯返還、両チー
ム、審判への花束贈呈などの
セレモニーの後、横浜社会人
選抜Ａ対ＦＣコリアで行われ
た。
試合は横浜社会人選抜Ａが
２対０で前半を終え、後半、
ＦＣコリアに１点取られ追い
つかれそうになったが、社会
人選抜Ａが２点を取り、結果
４対２で前年度の雪辱をはら
し市長杯を争奪した。試合結
果は次の通り。
中体連Ｕ
関東朝鮮
１対１
︱ 選抜
中学校選抜

横浜市社会

横浜市立東

人選抜Ｂ

４対２

１対４
高等学校
高級学校
〈横浜市長杯争奪戦〉
横浜市社会
ＦＣコ
リ
ア

人選抜Ａ

ニッパツ三ツ沢
球技場バックスタ
ンド裏に立ってい
る古河電工社宅が
この９月末をもっ
て完全撤退した。
後には市民病院が
移転してくる ＪＦＬの頃
には古河電工サッカー部の選
手も多く住んでいて、三ツ沢
での試合には家族が応援に来
ていた Ｊリーグが開幕し
たころは社宅敷地に違法駐車
する観戦者が多く大変迷惑を
おかけしていた。
また、
サポー
ターのチアホーン等の騒音も
かなり目をつぶってもらって
いた。
ここ数年、
その日のホー
ムチームのチームフラッグを
窓に掲げてくれていたお宅が
あった。Ｊ１だけでなくＪ２
も毎試合、旗が出ていた
ジェフユナイテッド千葉（以
下、ジェフ）が対戦相手の時
はホームだけでなくジェフの

層素晴らしさが の親睦をはかりました。今回
増していました。 も楽しい韓国遠征でした。
城北 シニア
次回は、是非多数の皆様の
チームの１名の 参加をお待ちしています。
方を助人に迎え
て 分×４本で
行いました。珍
しく今回は、３
本目まで「３対
２」でリードし
ていましたが、
４本目は城北さ
んも本気で向
かってこられ、
２対１ トータ
ル「５対４」の
１点差で城北さ
んに敗れてしまいました。
名で試合に臨みました
が、ボール回しで相手を翻弄
するなど、素晴らしいチーム
サッカーが出来、満足のいく
試合でした。試合後はお風呂
で汗を流し、魚料理店で恒例
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
社会人
選 抜

年ぶりの訪韓シニアサッカー
です。
今回は常連の３名が私用都
合により欠席、重光さんの

シニア
の 部

２３

３０

旗も並んでいた。５月の連休
明けから旗が出なくなって、
とてもさみしくなった 観
客が数百人の時代からＪリー
グ開幕を経て現在のＪリーグ
を見守っていたと言っても過
言ではないだろう 解体作
業が始まると景色も一変して
しまう。市民病院が移転して
来たら、患者さんを元気づけ
るお隣さんになれるといい
なぁ。 
（Ｔ）

ハーフタイム

今年も盛んに交流試合

交流を深めることができる素
晴らしいものです。この大会
を機会に横浜市と仁川市の交

今年も暑い夏の盛りのなか、国際港都市、横浜市ならではの事業である横浜市・
仁川市広域市国際交流事業、日朝親善サッカー横浜大会、シニア訪韓交流事業が行
われた。横浜市・仁川交流事業は、今年は仁川市が来訪、交流大会はもちろん試合
後の市内観光、そしてホームステイと深い友情を芽生えさせた。シニア訪韓事業も１
年ぶりの再会となり、より一層の絆を深めた。日朝親善サッカー大会は、社会人選抜
Ａが市長杯を争奪、昨年度の雪辱を果たした。

１２

一年ぶりの訪韓…

１２

ホームステイで交流

２１

仁川市
が来訪
で交互に開催されているも
の。また、平成 年 月には
両市の間でパートナー都市協
定が締結され、交流事業がま
すます高まってきている。大
会開会式では横浜市の大川敏
彰スポーツ振興部長が「 ス
ポーツは言葉が通じなくても

２４

日韓ジュニアサッカー大会

１０

横浜市・仁川広域市国際交
流事業２０１６日韓親善ジュ
ニアサッカー大会が８月９
日、 日の２日間にわたり行
われた。
これは、２００２FIFA
ワールドカップの日韓共催を
記念して毎年横浜市と仁川市
１１

昨年のシニア訪韓交流大会
は５月に流行したＭＥＲＳ
（中東呼吸器症候群）で中止
となったが、同年 月には終
息宣言された。本年度は遠征
メンバー「 名」が８月 日、
羽田から金浦へと飛び、ソウ
ルの明洞地区にあるホテルに
入った。翌 日には、車で
分のソウル特別市城北区にあ
るグラウンドにて交流試合、
そして試合後はサロンフット
で親睦を深めてきた。（久）
【参加選手の手記・中島弘雅】
昨年、ＭＥＲＳの影響で１
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回横浜市長旗ジュニア大会
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第
会の決勝戦が６月 日、青葉
区の谷本公園サッカー場で行

われた。今回は、横浜ＦＣ鶴
見対ＢＡＮＦＦ横浜ベイのク
ラブチーム同士の戦いとな
り、横浜ＦＣ鶴見がＢＡＮＦ
Ｆ横浜ベイを４対０で下し、
横浜市長旗を争奪した。
この横浜市長旗争奪ジュニ
アサッカー大会は、昨年度か
ら横浜市中学校体育連盟の所
属チームからはブロックごと
の予選リーグ、決勝トーナメ
ント戦からの成績を考慮して
選ばれたベスト８チーム、そ
してクラブチームはトーナメ
ント戦でベスト８チームの
チームで６月 日から４日間
かけトーナメント戦を行って
きた。結果は次のとおり。
優 勝：横浜
 ＦＣ鶴見ジュ
ニアユース
準優勝：ＢＡ
 ＮＮＦＦ横浜
ベイ
三 位：横浜市立領家中学校
同
：ＳＣＨ．ＦＣ

富士ゼロックス神奈川㈱

ひとまわり成長！

回目の大会が開かれた。
今回は約 チーム、６００
名のキッズが参加、熱い声援
を受け、ボールを追いかけて
いた。今回の大会には、米軍
の座間キャンプからのキッズ
チームが参加した。

㈲ フ リ ー ス タ イ ル

思いはどのチームよりも強
かったと思うので、優勝とい
う結果を残せてとても嬉し
かったです。
大会を通し、ひとまわり成
長できた気がします。僕たち
は失点が多く、 、 回戦で
は失点を重ねましたが、準決
勝、決勝は無失点で終えるこ
とができ、攻撃のバリエー
ションも増えました。
また、
今大会で僕たちは
「鶴
見っていいチームだな」と思
われるような行動を心掛け、
サッカーではもちろんです
が、会場での振舞いも大事に
しました。そういったことも
今回の優勝につながったので
ないかと思います。
それでもやはりたくさんの
課題も見つかったので、今大
会で得た収穫と課題を、残り
少ない今後のチームでの活動
に活かして、次のステージに
向けて頑張っていきたいと思
います。

㈱ 横 浜 シ ミ ズ
横 浜 食 品 開 発 ㈱

㈱ 横 浜 ア ー チ ス ト

優 勝：八景ランドリー
準優勝： Gauche
◎小学女子
優 勝：ＳＨガールズＡ
準優勝：金沢ガールズ
◎一般女子
優 勝： ＦＣ
 小坂エルオンセＡ
ＬＥＧＥＮＤ
準優勝： Osaka

スーパーキッズ大会
今期２回目の開催

今、関心をよんでいるスー
パーキッズ大会が 日、しん
よこフットボールパークで２

㈲ マ ル イ シ 工 芸

加藤和尊

８チーム（同 名）
、一般女
子６チーム（同 名）が参加。
それぞれ予選リーグ、決勝
トーナメント（ 小学女子は
リーグ戦のみ）で覇者を決め
た。
大会結果は次の通り。
◎小学男子・午前の部
優 勝：チームＤ
準優勝：横浜ＦＣ
◎小学男子・午後の部
優 勝：平戸ＦＣ
準優勝：六浦毎日ＳＳＢ
◎一般男子
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横浜ＦＣ
鶴
見

し、スピーディーなゲーム展
開が繰り広げられていた。
このビーチサッカーは、２
００８年に横浜開港１５０周
年を記念して始まったもの
で、毎年、ビーチバレーなど
とともにビーチスポーツフェ
スタの一環として開催されて
きている。今回が９回目。
ビーチサッカーはブラジル
が発祥で、１９９２年に統一
ルールが設けられ、海辺のレ
クリエーションとして世界の
各地で親しまれてきている。
そして、１９９５年にはブラ
ジルで第１回世界選手権が開
かれ、その人気が高まってき
ている。２００５年からＦＩ
ＦＡ主催のワールドカップに
名称を変更して隔年ごとに開
催されてきている。また、２
００６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。
２０１５年度には横浜を本
拠地にしているビーチサッ
カーチーム・ＬＯＥＷＥ Ｙ
ＯＫＯＨＡＭＡが全国第２位
となっている。
今回のビーチサッカーに
は、小学男子 チーム（参加
選手数２３４名）
、小学女子
５チーム（ 名）
、一般男子
24

47
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ビーチサッカー2016
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僕たちはクラブユースで負
けた悔しさを市長旗杯にぶつ
けました。この大会に懸ける
第 回横浜市区選抜少年
サッカー大会（横浜Ｆ・マリ
ノス杯）が、７月 日～ 日
に日産フィールド小机他市内
グランドで行われた。
この大会は 区の選抜チー
ムによる大会で、トーナメン
ト制で行われた。
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。
決勝戦は７月 日に日産
フィールド小机で行われ、港
北区選抜が５対１で南区選抜
を下し優勝した。

南区選抜

18
旭区選抜
（９ＰＫ８）

都筑区選抜 １ ―１

３位決定戦

16

1

=金沢区海の公園 ・ ビーチ=

今夏は異常なほどの猛暑で
あったがビーチサッカー２０
１６の開催日、８月６日、７
日の２日間とも極暑ともいえ
る暑さであった。
金沢区の海の公園・ビーチ
では、暑さを気迫で吹っ飛ば

猛暑も吹っ飛ぶ‼

18
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港北区選抜 ５ ―１

決勝戦
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神 奈 川 新 聞 社

Ｊ Ｆ Ｅ 東日本ジーエス㈱

横浜マリノス㈱
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平成 年度・第 回横浜市
長旗争奪ジュニアサッカー大

港北区選抜 が 優勝

区選抜少年サッカー大会

第１９回
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横浜FC鶴見が争奪
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