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
ＴＥＬ227-0739 ℻227-0785

第97回天皇杯全日本サッカー選手権大会 ３回戦
７月12日
（水） 19：00 K/O ニッパツ三ツ沢
横浜Ｆ・マリノス 対 アスルクラロ沼津

YOKOHAMAビーチサッカー2017 金沢海の公園
８月５日
（土） 小学生男子の部・女子の部
８月６日
（日） 一般男子の部・女子の部

シーズンたけなわ。我が横浜の５チームは全力で戦って
いる。J１リーグでは横浜F・マリノスが新体制のもとタ
イトル獲得を。J２リーグの横浜ＦＣはＪ１昇格へ。Ｊリー
グに参戦して４年目を迎えたＹ．
Ｓ．
Ｃ．
Ｃ．
は上位を目指して
―――と、
熱い戦いを繰り広げている。なでしこリーグでは、
日体大ＦＩＥＬＤＳ横浜、ニッパツ横浜ＦＣシーガルズの２
チームが前シーズンを超えるべく全力を尽くしている。こ
の５チームの活躍が横浜サッカー活性化の大きな原動力と
もいえる。
『Breeze』では、この横浜５チームと横浜
出身選手の紹介を行い、読者とともに応援していきます。
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“横浜サッカー活性化”の
原動力に…

横浜F・マリノス，
横浜FC，
Ｙ.Ｓ.Ｃ.Ｃ.，
日体大ＦＩＥＬＤＳ横浜，
ニッパツ横浜FCシーガルズ

一般的な教養を身に着けるこ Ｊ１時代を現在唯一知るのは、
とも、社会に出る上で絶対に 三浦知良選手です。国内だけ
必要なことだと思います。個 ではなく海外でも日本のサッ
人的には、学ぶ姿勢であった カー選手と言えば
「ＫＡＺＵ」
り、どんなことでも自分に取 というほど誰もが知る存在と
り入れていくことを大切にし なっています。そんな三浦知
ています。
良選手は、 歳の誕生日を
この「ブリーズ」を読んで ホームでの開幕戦で迎えるこ
くれている子供たちには、心 ととなりました。
の底からサッカーを楽しんで
多くのファン、
サポーター、
ほしいです。サッカーが好き 報道関係者が見守る中で三浦
な気持ちであったり、ライバ 知良選手は先発メンバーとし
ルに負けたくない気持ち、そ て出場しチームの勝利に貢献
ういう気持ちが年を重ねてい しました。
くうえで、とても大事になっ
歳という年齢がどうして
てくると思います。そして仲 もクローズアップされる三浦
間を大切にしてほしいです。 選手はどんなときもサッカー
小さいころ一緒にサッカーを と真摯に向き合い毎日トレー
していた仲間は、 歳の今で ニングを重ねています。
「Ｊ
も昔と同じように大切な仲間 １昇格は簡単ではない。選手
なので、皆さんも仲間を大事 はもちろん、スタッフ、フロ
にしてほしいです。そういう ント、サポーター、横浜ＦＣ
仲間達と切磋琢磨しながら に関わるすべての人間がＪ１
サッカーを楽しんでください。 昇格のために真剣に取り組ま
ないといけない」と、三浦知
良選手は話しています。
２０１８年、チーム創設
周年の年をＪ１リーグで迎え
るために、横浜ＦＣは『ＢＥ
ＢＲＡＶＥ』の言葉を胸にＪ
１昇格を果たすために戦い続
けています。

横 浜 F C

周年を『J1』で

自分に課してきたつもりです。
だからといって小学校年代
に限らず、プロサッカー選手
になるまでは、勉強も疎かに
ならないようにしていました。
より多くの時間をサッカーに
注ぎたかったので、勉強は学
校にいる時にできるだけ集中
してやるようにしていました。
また、
学校の勉強だけでなく、

創設

横浜ＦＣは１９９８年に
チームを創設。来シーズン２
０１８年にはチーム創設 周
年を迎えます。
「チーム 年
目のシーズンをＪ１リーグで
迎えたい」
。そんな強い想い
をもって、クラブ創設 年目
の２０１７シーズンを 分

高丘陽平選手

ジュニア時代に決意
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小学校時代に所属してい
たあざみ野ＦＣには、当時
キーパーコーチがいたので
その存在も非常に大きかっ
たと思います。
５年生でキーパーをはじ
めて、すぐに横浜市の選抜
にも選んでもらいました。
その時にこれから先はずっ

とゴールキーパーでやって
いこうと決意したので、ゴー
ルキーパーの基礎を学んだ
ことは大きいです。ジュニ
ア時代のチームは大切な
チームです。
今シーズンの一番の目標
はチームがＪ２で優勝して
Ｊ１に昇格することです。
個人的には、今シーズン
試合に出場が出来ているの
で、それを続けていきたい
という思いはあります。
ゴールキーパーが最後まで
守って失点しなければチーム
は負けないので、そのために
もチームのために最後まで必
死に戦って、勝利のために
ゴールを守りたいと思います。

ハーフタイム

連動性ある攻撃力で

全
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秒、
目の前の一瞬を大切にし、
覚悟と情熱、信念を持ち、そ
してプライドを胸にいだき
『ＢＥ ＢＲＡＶＥ』
のスロー
ガンのもと横浜ＦＣの持続的
な発展の流れを作るべく、ク
ラブに関わる全ての人々とポ
ジティブな心を一つにし、Ｊ
２ナンバーワ
ンを目指し、
Ｊ１自動昇格
を実現するた
め一試合一試
合を大切にし
てリーグ戦を
戦っています。
横浜ＦＣの

イラク戦を終え、 
Ｗ杯出場に向けて
スリリングな展開
となってきた。思
えばＷ杯出場があ
たり前と思える様
になったのはいつ
の頃からだろうか？それは、
ドーハの悲劇を乗り越えた頃
ではないだろうか その場
にもいた、今年現役プレー
ヤーとして 歳を迎え世界か
らも絶賛されている三浦知良
選手は、夢だったＷ杯に日本
も行けると確信させてくれた
選手の一人だ 三浦知良選
手がサッカーを始めたのは小
学生時代とのことだが、中学
生時代には既にブラジル行き
を決意していたとのことだ。
日本人が海外でもプロになれ
ることを証明してくれた一人
でもあり、若くして世界レベ
ルで評価されるようになった
若手選手達に道を示した先駆
者でもあった 横浜では年
に数回キッズ大会が開催され、 
毎回多くのキッズが楽しそう
にピッチを駆け回っている。
幼稚園時代からサッカーを楽
しむ環境が整ってきた現在、
三浦知良選手に続くレジェン
ドが現れることを期待してい
る。 
（平）
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横 浜 F ・マ リ ノ ス

サッカー団に入っていたので、
それについて行ったことが
モンバエルツ監督３年目の アップを目指す。 節終了で きっかけだったと思います。
今季は、新外国人としてＦＷ ５位につける。首位と勝ち点 自分はまだ幼稚園生だったの
ウーゴ、ＭＦバブンスキー、 差を５と、直近リーグ戦６試 で、最初はグラウンドの隅で
ＤＦミロシュが加入。今シー 合は５勝１分けと負けなしの 遊んでいるだけだったのです
上位進出を狙う。 が、そのうちに混ぜてもらえ
ズンから背番号 を背負う斎 勢いを保ち、
るようになりました。そして
藤学が、新キャプテンとして
切磋琢磨して
気がついたらサッカーにのめ
チームを牽引する。
りこんでいました。
昨シーズンから成長が著し
喜田拓也選手
小学校に入学してからは、
いＦＷ富樫、ＭＦ天野、前田、
サッカーを始めたのは、小 F・マリノスのスクールと地元
遠藤などの若い力も加え、さ
らに連動性のある攻撃力の 学生の二人の兄が地元の少年 の北方SCの両方に通ってい
ましたが、３年生からはセレ
クションに受かり、
F・マリノ
スの 選 抜 クラス（ プラ イマ
リー）に入れたので、プライ
マリー一本になりました。プ
ライマリーでは、選手のレベ
ルが格段に上がり、試合に出
られない時期など、悔しいこ
ともありましたが、ライバル
に負けないこと、
プライマリー
で生き残って試合出場を勝ち
取るためには、どうすればい
いか、自分のストロングポイ
ントは何なのか、
常にサッカー
のことを考えていました。
プロを意識したのは、具体
的にいつかは覚えていません
が、小学生のかなり早い時期
から、驕りではなく、自分は
プロサッカー選手になるんだ
ろうなというイメージを持っ
ていました。だからこそ、実
際にプロになるために、プロ
になるまでに、自分は何をし
なければならないかを必死に
考え、その準備を進めていま
した。そして、厳しいことも
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ゴールして喜ぶ横浜ＦＣ
イレブン（上）
横浜出身の高丘陽平選手
（下）
写真提供・横浜ＦＣ
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全力でゴールめざせ‼
〝横浜サッカー活性化〟の原動力に

〝一丸〟でより飛躍を
Ｙ．Ｓ．
Ｃ．Ｃ．

は「一丸」
。目標は最
下位脱出です。また、
次の 年に向けたチャ
レンジを意識し、プロ
フェッショナルな興行
への対応として、強化
を念頭に、ヨーロッパ
より選手の獲得、実績
ある選手のレンタル移
籍選手を獲得し、強化
に努めます。
Ｊリーグという日本
最高峰のフットボール
リーグに所属し、それ
に満足することなく、
子どもたちに夢と希望
を抱いてもらうため
に、今後も力強く戦っ
ていきます。そして、クラブ
運営の根幹である「地域」の
お役に立てるよう日々努力を
重ねていきますので、各カテ
ゴリーとの交流をお願いする

を

とともに、Ｊリーグで戦う選
手たちの応援を頂戴できれば
幸いに存じます。

地域 に元気
金子大晟選手

今シーズン、Ｕ より昇格
しました。子どもの頃からの
憧れの舞台で、
大きく飛躍し、
地域に元気を届けたいと思い
ます！ 応援よろしくお願い
します。

にプロの水は甘くなく、思う
に任せないジレンマがありま
す。
今シーズンは、重ねた成績
を払拭するべく、スローガン

さて、４シーズン目を迎え
たＪリーグ参戦。街クラブか
らＪリーグに駆け上がり、プ
ロフェッショナルのステージ
で、厳しい洗礼を受けながら
も、手抜かりなくスタッフ・
選手たちは戦ってきました
が、不本意な３年連続最下位
という厳しい現実を突き付け
られました。
参戦時より甘く考えること
はありませんでしたが、流石

２０１７年のチームスロー
ガンは「ＢＥ ＢＲＡＶＥ」（一
心に）です。これは、選手・
チームスタッフ・フロントな
どクラブに関わる全ての人々
とポジティブな心をひとつに
して目標を実現することです。
チームは２０１３年の活動

開始以来、順調にステップアッ
プしてきました。
なでしこリー
グ２部に昇格した昨季は、レ
ベルの違いに戸惑うこともあ
り、下位に低迷しました。今
季は、これまで戦ってきた選
手にもう一度チャレンジの機
会を与えたいとの思いから、

一人も補強せず全員を残しま
した。しかし、シーズン途中
に能代谷監督が体調不良で辞
任するというアクシデントに
見舞われ、コーチが監督代行
を務める事態になりました。
クラブは６月 日、より高
いレベルを目指せる指導者と
してＪリーグで活躍した神野
卓哉氏を監督に迎えました。
シーガルズは現在、なでし
こリーグ２部の下位に位置し
ていますが、カップ戦（６月
３日～８月６日）を通して、
チームを立て直し、昇格圏内
を目指します。
明るいニュースは、育成組
織から昇格した生え抜きの佐
藤渚がＵ― 日本女子代表の
アメリカ遠征（５月 日～
日）メンバーに選ばれたこと
です。彼女には次のフル代表
を期待しています。
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す。進化（深化）し、変化を
遂げる私たちのクラブをご期
待ください。

26

富士ゼロックス神奈川㈱

が実り、旭区が泉区を２―１
で制し、初優勝を遂げた。

㈱ 横 浜 ア ー チ ス ト

ファイト でプレー

神 奈 川 新 聞 社

ⒸYOKOHAMA FC

積極的に交流を推し進めてい
ます。グラウンドが所在して
いる鴨志田町のガソリンスタ
ンドの方々や地場の野菜を用
いてお弁当販売をしている方、
そしてその仲間の方々などが
クラブの心意気に賛同してく
ださり、今では家族のように
選手やスタッフ、そしてクラ
ブを応援してくれています。
日体大ＦＩＥＬＤＳ横浜は
競技力のみならず、地域を基
盤としたクラブ力も青葉区と
いうフィールドで天高く蹴り
上げたいと意気込んでいま

J F E 東日本ジーエス㈱

スーパーキッズ大会

サッカーが強いクラブとは、
競技力だけでは計り知れませ
ん。永きにわたって競技力を
維持し、盤石な体制を整備す
るにはクラブと地域の力が必
要だと考えます。日本体育大
学を拠点としたクラブを、地
域の人々と手を取り合って育
んでいく事こそが長期的な強
化策だと信じています。
日体大ＦＩＥＬＤＳ横浜は
青葉区を拠点としているので
すが、今年度はクラブ力の充
実を図るべく、地域の企業や
人々との連携・協力を願って
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横浜マリノス㈱

１９８６年に立ち上がった
私たち、Ｙ．
Ｓ．
Ｃ．
Ｃ．
は、昨
年クラブ設立 年を迎えるこ
とができました。
これもクラブの活動趣旨に
深いご理解、ご支援をいただ
きました協会関係者の皆さ
ま、対外試合など切磋琢磨さ
せていただきました皆さまの
支えによるものと、スタッフ
一同感謝しております。あり
がとうございます。

旭区選抜 が初優勝

ＩＦＴＹ ＣＬＵＢ、１Ｂ・
港北ＦＣ、１Ｃ・かながわク
ラブ、１Ｄ・ＶＥＲＤＲＥＲ
Ｏ港北、２Ａ・横浜猛蹴ＬＥ
ＧＥＮＤ、２Ｂ・Ｆｕｚｚｙ、
２Ｃ・横浜市役所サッカー部、
２Ｄ・蹴る蹴るケルメ、２Ｅ・
ＣＬＵＢ ＡＴＬＥＴＩＣＯ
ＵＭＯＪＡ、３Ａ・ＳＳＣ、
３Ｂ・クラブテアトロ、３Ｃ・
ＦＣ東球、３Ｄ・ＦＯＮＴＥ
ＮＳＥ
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平成 年度事業報告など承認

今年度最初のＹＦＡスー
パーキッズゲームＧｏａｌ
が６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。
この大会には チーム５１
３名の元気なちびっこが参
加。ファイトあふれるプレー
が繰り広げられた。
ムを立ち上げたばかりのス
タートとなったところもあっ
たようだが１回戦から僅差の
好ゲームが多くみられた。

チームで推移していたが選手
の年齢が高くなったり、仕事
や家庭の事情でなかなか人数
が揃わなくなって解散にしま
す、と長い間横浜で活動して
いたチームから連絡があっ
た。
寂しい。
何らかの形でサッ
カーに関わっていてもらいた
いと思う。
平成 年度市民リーグ優勝
チームは次の通り。
１Ａ・ＹＯＫＯＨＡＭＡ Ｆ

覧

18

44

ニッパツ横浜FCシーガルズ
日体大FIELDS横浜

30

18

昇格圏内をめざして
地域を基盤としたクラブ力

ⒸY.S.C.C.

ず中止となった。③技術向上
横浜市内 区の選抜チーム
事業については、会場が確保 の大会で、トーナメント方式
出来たため、
Ｕ 育成リーグ、 で行われた。４月１日しんよ
平成 年度定時総会
Ｕ 育成リーグが実施され こフットボールパーク、平戸
ディース大会」が行われた。 た。④受託事業については、 永谷遊水地、横浜ＭＭスポー
②指導養成事業では、
「基調 天皇杯が、準決勝までの５試 ツパークで１回戦を行い、２
日玄海田公園で準々決勝、準
講演会」が講師の調整がつか 合が開催された。
決勝を行いベスト４が決ま
り、旭区と泉区の決勝対決と
なった。
４月９日、
日産フィー
第 回横浜市区選抜大会（マリノス杯） ルド小机で３位決定戦と決勝
が行われ、都筑区選抜が港北
区選抜を下し３位を決めた。
決勝戦は雨の中、スリッピー
な天然芝に戸惑いながらも粘
り強い守備とカウンター攻撃

これまでは夏休みが始まる
７月中旬に開催されていたが
今年度は学期初めの４月開催
となった。区によってはチー
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14

㈲ フ リ ー ス タ イ ル

㈱ 横 浜 シ ミ ズ
横 浜 食 品 開 発 ㈱

（一社）横浜サッカー協会
は６月 日、定時会員総会を
開催した。同総会では、平成
年度事業報告、平成 年度
収支決算が審議され、原案通
り可決した。
また、平成 年度公益目的
支出計画実施報告書が報告さ
れた。
平成 年度事業報告での主
な概要として、①主催主管事
業等として、新規事業で「レ
平成 年度社会人登録総会
が、５月 日関内ホールで行
われた。昨年度の市民リーグ
優勝チームが表彰され、賞状
と記念のボールが贈られた。
また１年間幹事としてリーグ
を運営して下さったチームの
代表者に記念品が贈られた。
登録チームが今年度は１０
０チームを下回った。Ｊリー
グ開幕の頃、爆発的に増えた
チーム数もここ数年１００数
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優勝チームを
表 彰
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社会人委員会登録総会
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平成28年度市民リーグ
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