会員総会
横浜サッカー協会

社会人委員会登録総会

関内ホール

６月21日（水）19：00 K/O ニッパツ三ツ沢

な
ど

平成 年度事業計画

区選抜少女大会の開催
臨時会員
総会開く
ができる機会を与え、少女
サッカーの活動が盛んになる
よう働きかけるため、ニッパ
ツ横浜ＦＣシーガルスの冠大
会として「横浜 区選抜少女
サッカー大会」を新規事業と
して開催する。
②指導者等の養成に関する事
業については、当協会所属社
会人チームの登録審判員を対

象に、審判技術向上を目的と
して平成 年度市民大会決勝
戦（予定）で「審判観戦研修
会」を新たに実施する。
③みなとみらいＳＰの今後の
利用状況が不確定のためＵ
育 成 リ ー グ・ Ｕ
育成
リーグは会場確保が出来た場
合実施との条件のため、事業
計画には含まれていない。
④広報及び普及に関する事業
については、協会設立 周年
を迎えるにあたり、過去の活
動記録を体系的に留めておく
目的で、広報紙の特別号を発
行する。

が行われた。参加者は少年
ゴールキーパーとその指導者
のペアで、ゴールキーパーの
技術とその指導方法を学ん
だ。

42

42

カー大会、協会設立 周年を
迎えるにあたり記念紙の発行
を行う。
平成 年度事業計画（次の
面に掲載）の主な内容は次の
通り。
①主催主管事業等については
新たな事業として、少女単独
チームでの活動が難しいた
め、少女の区選抜として活動

2 50

（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 年度収支予算に
ついて審議し決めた。また役
員定年制についての報告がさ
れた。
平成 年度事業計画では新
たに横浜 区選抜少女サッ

ハーフタイム

85

SCH・FCが優勝

4

4

Jリーガーが応援に

－

▽決勝戦
ＳＣH・
横浜Ｆ・マ
１ ０
ＦＣ
リノス
▽三位決定戦
ＦＣ
１ １ 横浜港北
カルパ （PK４ ３）SC

28

3

5

85

ノス プライマリーを破り栄
冠に輝いた。
３位決定戦も接戦となり、
１ １PK戦４ ３で、FC
カルパが３位に、横浜港北
SCが４位となった。
また、開会式では元日本代
表の岡野選手や東京ヴェル

ディの畠中選手、ＹＳＣＣ横
浜の選手の皆さんが駆けつけ
てくれ、参加１６４チームの
代表選手たちと楽しくゲーム
を行った。

回日産スタジアム杯

28

28

29

港南区選抜、中和田中が優勝
第

新春サッカーフェスティバル

2

、高体連、社
平成 年の新春を祝うＹＦ サッカー教室」
１月７日、第
Ａ新春サッカーフェスティバ 会人委員会、中体連・ジュニ
回 横 浜 少 年 サッ
ルは１月９日、横浜スタジア アユース委員会は恒例の対抗
カー大会（市長杯）
戦で新春サッカーフェスティ
ムにおいて行われた。
が始まった。１６
このフェスティバルは、各 バルを盛り上げた。
４チームが参加し
委員会がそれぞれ企画したイ
て行われた開会式
組が参加
ベントで行われ、
少年委員会、
は壮観であり、平
ゴールキーパー講習会
女子委員会は初の「ガールズ
凡な言葉ではあるが夢と希望
平成 年度ゴールキーパー にあふれた選手宣誓、大会に
サッカー教室」を行った。
ガールズサッカー教室は、 講習会が 月 日、しんよこ 挑む子どもたちの瞳の輝きは
ニッパツ横浜ＦＣシーガルズ フットボールパークにおいて 格別なものである １９７１
の選手が指導にあたり、参加 少年ゴールキーパーとその指 年に始まったこの大会も 年
した市内の第４種チームに所 導者 組が参加して行われた。 の歴史を持つ。最近はいろい
今回のゴールキーパー講習 ろなイベントで開会式を飾っ
属する 年生から 年生まで
の参加者を年代別に クラス 会は、市内第 種チーム指導 ているが、かつては小学校の
に分けて、パス、ドリブル、 者と、 年生から中学 年生 マーチングバンドの演奏で盛
シュートについての練習をカ を対象に実戦的な講習が行わ り上げたこともある。また、
れた。
テゴリーに応じて行った。
１９９８年の開会式では、２
講師には横浜Ｆ・マリノス ００２ＦＩＦＡワールドカッ
また、事業委員会は「親子
から佐藤浩司氏と海老塚晋也 プの決勝戦が行われる横浜国
中（泉区）が山内中（青葉区） 氏をコーチに招き、グランド 際競技場のピッチに、大会成
をくだし優勝した。
レベルでの実技による講習会 功を祈念して“２００２”の
人文字を描き、ワールドカッ
プ大会に一役を買ったことも
ある 横浜少年サッカー大会
（市長杯）の開会式は横浜サッ
カーの開幕ともいえる。
Ｊリー
グは横浜Ｆ・マリノスが好調
なスタートを切った。Ｊ２の
開幕戦では、この日誕生日の
横浜ＦＣの三浦知良選手が先
発出場、史上初の 代現役Ｊ
リーガーとなり、 試合目に
は得点を入れた。そして今年
は、横浜サッカー協会が設立
周年を迎える。すばらしい
年になりそうである。 （
 梅）
6

3

29

第 回横浜少年サッカー大会（市長杯）
１月７日に横浜スタジアム
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５
日の決勝戦は一進一退の好
ゲームとなり１点を挙げた
SCH・FCが横浜Ｆ・マリ
－

ガールズサッカー教室を開催

29

1

28

29

－
13

85

Pr

28

－

第27回横浜少女サッカー大会は、２月12日、３月20日
の２日間にわたり玄海田公園スポーツ広場において13
チームが参加、熱戦が繰り広げられた。結果は緑ピクシー
ズが初優勝を飾った。入賞チームは２位・ＦＣすすき野レ
ディース、３位・ＳＨガールズ、４位・横浜ウィンズ。

－

－

－

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。
港南区と泉区が決勝に勝ち進
み、２月 日に日産スタジア
ムで決勝戦が行われた。共に
ＰＫ戦を制して勝ち進んでき
た港南区と泉区の対戦となり
２ ０で港南区の勝利となっ
た。
また、中学生の部は中和田

19

29

42

第27回横浜少女サッカー大会

18

18

第 回日産スタジアム杯少
年サッカー大会小学生の部
は、横浜市内 区の選抜チー
ムの大会で、３区ずつ６ブ
ロックに分け、１月７日と９
日しんよこフットボールパー
クで予選リーグを行った。
各ブロック１位の青葉区、
港南区、中区、泉区、磯子区、
都筑区とワイルドカードの戸
塚区、栄区の８チームによる
19

24

18

29

42

緑ピクシーズ が 初優勝

29

11

19

かながわ県民センター
６月22日（木）18：30〜

大阪×佐賀の勝者
対
横浜Ｆ・マリノス

２回戦
第97回天皇杯全日本サッカー選手権大会
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－
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４月１日

２月 日、快晴のニッパツ
三ツ沢球技場で平成 年度横
浜市民大会決勝戦が行われ
た。対戦は初の決勝進出を果
たしたクラブテアトロと前年
度優勝の六浦ＦＣ。六浦が先
制したものの、結果は４対１
でクラブテアトロが優勝し

平成29年度 事業計画
１

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２９年度キッズ大会
平成２９年６月24日（土）
、９月16日（土）
、平成３０年２月24日（土）の３回
⑵第２０回区選抜少年サッカー大会（マリノス杯）
平成２９年４月１日
（土）
、
２日
（日）
、
９日
（日）
３日間
⑶横浜市区選抜少女サッカー大会（ニッパツ横浜ＦＣシーガルズ杯）
平成２９年７月８日
（土）
、
９日
（日）
２日間
⑷第４３回横浜少年サッカー大会市長杯
平成３０年１月６日
（土）
～３月４日
（日）
⑸第４４回横浜市春季少年サッカー大会
平成２９年４月１６日（日）～７月２日（日）
⑹第４９回横浜国際チビッ子サッカー大会
平成２９年９月３日（日）～１１月２６日（日）
⑺２０１７ＮＨＫ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２９年１１月３日（祝）
、４日（土）
⑻第５３回市長旗争奪ジュニアサッカー大会
平成２９年４月１日（土）～６月２５日（日）
⑼２０１７ＹＦＡサマーフェスタ
平成２９年８月１日（火）
、２日（水）
⑽第４回すずらん少女サッカー大会
平成２９年１１月２６日（日）
⑾第２５回カトレア杯少女サッカー大会
平成２９年９月２３日（祝）
⑿第２８回横浜少女サッカー大会
平成３０年２月２５日（日）
、３月２４日（土）
⒀平成２９年度レディースマスターズサッカー大会
平成２９年４月２２日（土）
、７月３０日（日）
、１１月１２日（日）
⒁平成２９年度レディース大会
平成２９年５月２１日（日）
、１０月２９日（日）
⒂平成２９年度市民リーグ社会人の部
平成２９年５月～３０年３月
⒃平成２９年度市民大会社会人の部
平成２９年５月～３０年３月
⒄平成２９年度市民マスターズサッカー大会
平成２９年４月～３０年３月
⒅シニア新春サッカーフェスティバル
平成３０年１月７日（日）
⒆オールドボーイズフェスタ
平成３０年３月（予定）
⒇シニア親善サッカー大会
平成２９年４月～３０年３月
㉑ＹＯＫＯＨＡＭＡ ２０１７ビーチサッカーフェスタ
平成２９年８月５日（土）
、６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
９,０００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２９年１１月４日（土）
、５日（日）
（２日間）
⑵審判員の実技研修会 平成２９年予定（３日間）
⑶指導養成 基調講演会 平成２９年１１月
⑷審判員の観戦研修会 平成３０年市民大会決勝戦予定
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３０年３月３日（土）
⑵トレセン事業（少年/少女/ジュニアユース）
平成２９年４月～平成３０年３月
⑶ジュニア競技力向上事業
平成２９年４月～１２月
⑷第４１回神奈川県選抜少年サッカー大会への参加
平成２９年１２月１６日（土）
、１７日（日）
、２４日（日）
⑸第３６回神奈川県チャンピオンシップＵ―１２への参加
平成２９年７月１５日（土）
、１６日（日）
、１７日（祝月）
⑹第８回神奈川県チャンピオンシップＵ―１０への参加
平成２９年７月１５日（土）
、１６日（日）
、１７日（祝月）
⑺第１４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２９年１２月９日（土）
、１０日（日）
⑻第９回神奈川県地域交流大会への参加
平成２９年９月
⑼第１３回神奈川県地域対抗サッカー大会への参加
平成２９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３０年１月８日（祝月）
⑶シニア・レディースサッカースクール
平
 成２９年４月23日・５月14日・６月18日・７月16日・９月18日・10月22日の日曜日 計６回
⑷生涯サッカー教室の開催
平成２９年４月～平成３０年３月 金曜日 昼間開催
３０回
⑸協会設立８５周年 広報紙特別号発行
印刷部数 ４００～５００部 発行時期 平成２９年末
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５６回日朝親善サッカー大会
平成２９年１０月２９日（日）
⑵日韓ジュニアサッカー交流大会
平成２９年８月（日時未定）
⑶日韓シニア交流大会
平成２９年７月２２日（土）～２４日（月）
⑷横浜招待少年サッカー大会
平成２９年１２月９日（土）
、１０日（日）
⑸横浜招待少女サッカー大会
平成３０年１月２７日（土）
、２８日（日）
⑹横浜招待シニアサッカー大会
平成３０年２月３日（土）
、４日（日）
⑺シニア地域交流大会
平成３０年３月２５日（日）
⑻ねんりんピック
平成２９年９月８日（金）～１２日（火）本大会
⑼YC＆AC との交流
平成２９年４月～平成３０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２９年４月～３０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２９年４月～３０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２９年４月１日～平成３０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。

平成
年度横浜市民大会

た。家族やジュニアチーム選
手の応援に見事初優勝という
結果で応えた。

横浜シニアが全制覇
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29
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40
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4

3

3

2
4

覧

横浜マリノス㈱

Ｊ Ｆ Ｅ 東日本ジーエス㈱

神 奈 川 新 聞 社

㈱ 横 浜 ア ー チ ス ト

㈱ 横 浜 シ ミ ズ
横 浜 食 品 開 発 ㈱

30

5

㈲ フ リ ー ス タ イ ル
富士ゼロックス神奈川㈱

この大会には、 チーム５
ニア の優勝が決まった。
の部では２位は横浜Ｏ ９２名の元気なちびっこが参
Ｂ、３位は神奈川 と神工Ｏ 加した。
大会形式は８人制で、それ
Ｂ、 の部はオフサイド 及
ぞれの会場にはちびっこたち
び、いわさき となった。
決勝は変則トーナメント方 の家族も多数駆けつけ、熱い
式のため、３位は２チームと 声援が送られた。将来のＪ
なる。今期は の部による リーガーを目指すキッズたち
トーナメントも行い、優勝は のファイトあふれるプレーが
横浜シニア が優勝、２位は 見られた。
当日はＪリーグ開幕と重な
神奈川 。横浜シニアは ・
・ のトリプル優勝とな りサッカー日和の一日となっ
た。
った。

一

30

の部は横浜シニアが前半
に２得点で優位かと思われた
が、後半早々、横浜ＯＢが１
点差と詰め寄ったが同点に追
いつく前に横浜シニアが得点
し突き放した後、横浜ＯＢが
得点し再び１点差としたが、
さらに得点されて、結果、４
対２で横浜シニアが横浜ＯＢ
をくだした。
の部では、３対１のスコ
アで三春台 を退け、横浜シ

員

40

横浜シニア60

県内外からの
チームを招待

会

16

50

横浜招待少女大会

人

楽しんで勝つ

17

4

法

クラブ
テアトロ櫻井燿選手

試合に負けた時には敗戦の
言い訳を探すことに一生懸命

J

3

盛り上がるキッズ大会

28

になってしまいがちだ。だか
らこそ、横浜市民大会を優勝
で飾ることができた今、「サッ
カーを楽しんで勝つ」という
第 回市民マスターズ大会
アマチュアサッカーにのみ許
された特権を享受していると
平成 年１月 日に、
ニッ
強く感じる。
今回で 回を迎えた市民マ 程、
リーガーがサッカーを スターズ大会は、昨年４月か パツ三ツ沢球技場に於いて、
の部（横浜ＯＢ対横浜シニ
楽しんでいないとは言わな ら始まり の部・３グループ
、続く、 日に の部（横
、 の部・３グルー ア）
い、彼らもサッカーが好きだ （ チーム）
からこそ今の地位まで上り詰 プ（ チーム）による覇権試 浜シニア 対三春台 ）の決
めているのだろう。しかしな 合が展開されてきたが、この 勝戦が行われた。
がら仕事としてプレーする彼
らにまず求められるのは「結
果」であり、楽しんでいるか
否かの「過程」はあくまでも
二の次であろう。
一方、私たち社会人チーム
でプレーする、いわばアマ
チュアサッカー選手の場合は
どうだろうか。試合をする以
上、
「結果」を求めることは
当然であるが、私たちは同時
に楽しむことも両立すること
ができる。負けても楽しんだ
者勝ち、といえば言い過ぎか
もしれないが、しかしこの甘
美な権利こそアマチュアサッ
カーの最大の魅力なのではな
いだろうか。

27

熱い声援を
受けて

28

第 回横浜招待少女サッ
カー大会は 月 日、 日の
二日間にわたり、玄海田公園
グラウンド、横浜スタジアム
で行われた。
同大会は、横浜のトレセン
Ａ、 Ｂ と Ｆ Ｃ す す き 野 レ
ディース チームが県内外か
ら９少女サッカーチームを招
待して行われた。一日目は
チームずつ ブロックでそれ
ぞれリーグ戦を行い、二日目
は、一日目の順位により上位
パートから チームずつプレ
ミアリーグ、ＴＯＰリーグ、
なでしこリーグに分けて戦っ
た。

２０１６ＹＦＡスーパー
キッズゲームＧｏａｌ が２
月 日にしんよこフットボー
ルパークと日産フィールド小
机で開催された。
25
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クラブテアトロが初優勝
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