第20回 日産スタジアム杯 少年サッカー大会
〜2月25日
（日） 日産スタジアム ほか
第28回 横浜少女サッカー大会
2月25日
（日）
・3月24日
（土） 玄海田公園

ＦＣビッツが優勝した。Ｕ８
の部ではバディーＳＣが優勝
した。
少女の部は、 月 日に予
選リーグ（参加 チーム）の
上位３チームによる決勝リー
グ戦が行われた。
各クラスの熱戦の結果は次
の通り。
◎Ｕ８の部
☆３位決定戦
SCH・
５ ０ 富岡ＳＣ
FC
☆決勝戦
バディー
あざみ野
２ ０
ＳＣ
ＦＣ
◎Ｕ
２部
☆３位決定戦

クライム
イレブン

動している個人、団体に贈ら 浜港北ＳＣの対戦となりバ
れるもので、神奈川県スポー ディーＳＣが延長戦を制し、
ツ課の推薦により授与された。 ３位決定戦は横浜Ｆ・マリノ
横浜サッカー協会は、サッ ス 対ＦＣカルパで横浜Ｆ・
カーを生涯スポーツとして捉 マリノス が勝利した。
えてキッズから少年少女、社
総合順位は次の通り。
会人、シニアまで 優 勝：バディーＳＣ
（南区）
幅広い年齢層で活 準優勝：横浜港北（都筑区）
動していることが 第３位：横浜Ｆ・マリノス
評価されたものと （前年度１位）
みられる。表彰式 第４位：ＦＣカルパ（緑区）
に出席した内田渉
月に行われた８人制神奈
会長に表彰状と楯 川予選には上位３チームが進
（写真）が授与さ 出し、見事バディーＳＣが優
れた。
勝した。
３月に栃木県で行われる関
東大会に出場し、５月のチビ
リンピックを目指す。

☆決勝戦

折本ＳＣ １ ０

◎Ｕ
１部
☆３位決定戦
野庭キッ １ １ Ｊ Ｆ Ｃ
カーズ （PK ９ ）ＦＵＴＵＲＯ
☆決勝戦

横 浜 Ｆ・
あざみ野
３ ０
マリノス
ＦＣ

◎少女の部
優 勝：金沢ガールズ
準優勝：横浜ウィンズ
第３位：原なでしこ横浜

Pr

Pr

あけましておめ
でとうございます。
いよいよ４年に一
度のワールドカッ
プロシア大会が６
月に開催される。
昨年 月に組み合
わせ抽選会があり、コロンビ
ア、セネガル、ポーランドの
順で戦うことに決まった。日
本と戦う３チームにはいずれ
もワールドクラスの選手がお
り、世界ランク上位の強豪ぞ
ろいだ。とはいえ幾多の逆境
を乗り越えてきたハリルジャ
パンに期待しよう ワール
ドカップ出場を決めた２０１
７年は横浜サッカー界にとっ
てはうれしいことばかりでは
なかった。一時はサッカーの
メッカとなったマリノスタウ
ンに続き、みなとみらいス
ポーツパークの閉鎖である。
土・日に訪れると少年からＪ
リーグまでの試合を観戦する
ことができた。サッカー狂に
とっては寂しい限りである
横浜の地にサッカー文化、ス
ポーツ文化を根付かせるため
にもサッカーパーク、スポー
ツパークの環境整備が急務で
ある。キッズからシニアまで
各種事業や大会がスムーズに
運営できるように。
（熊）
夢を力に ２０１８。
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（一社）横浜サッカー協会
は 月６日、文部科学省から
「生涯スポーツ優良団体」と
して表彰された。この賞は、
生涯を通じて健康の保持・増
進を目的にスポーツの普及活

◎Ｕ
２部
☆３位決定戦
山田若竹 １ １ ライフネッ
ＳＣ
トＳＣ
（PK３ ２ ）

３チームが県予選に

バディー Ｓ Ｃ が優 勝
ＮＨＫ杯

Pr
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ハーフタイム
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☆決勝戦
Ｆ
Ｃ
二ツ橋・
２ ０
ビッツ
相
沢

◎Ｕ
１部
☆３位決定戦
SCH・
大豆戸
１ ０
FC
ＦＣ
☆決勝戦
バディー ０ ０ 横 浜 Ｆ・
ＳＣ
ス
（PK４ ３ マ
） リノ

Pr

文部科学省から受賞
17

Ｆ
Ｃ
ＭＳＮ
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－

－－
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係されました多くの方々の
並々ならぬご努力が今日の
協会の基盤となっていると
ができました。心より感謝申 いっても過言ではありません。
し上げます。
歴代会長ならびに役員の
さて、昨年 月６日に文部 皆様には財政面、施設面等、
科学省において、神奈川県ス 多くの課題を抱えながら公
ポーツ課の推薦により、当協 的機関、企業等のご理解を
会が
「生涯スポーツ優良団体」 得、
市民スポーツとしてのサッ
として表彰されましたのでご カーの発展、人間育成に努
力された結果が今
周年を機に…
日の協会に継承さ
横浜サッカー協会
れてきたものと確
内
田
渉
会 長
信しております。
この 周年を節目に、横
浜市民スポーツの一環として
サッカーがより一層盛り上
がるよう努力していく所存
ですので皆さまのご協力を
よろしくお願いいたします。
最後に皆様のご健勝とご
活躍を祈念するとともに、
協会への一層のお力添えを
お願いし新年のご挨拶とさ
せていただきます。

29

－12
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帷子ＳＣ １ ０

少女の部で優勝した金沢ガールズ

報告をさせていただきます。
これは、皆さまの日頃の活動
と歴代役員の方々の功績が評
価されたものと確信していま
す。
今年は、横浜サッカー協会
が創設から 年の節目の年を
迎えることとなりました。創
設当初より横浜サッカー協会
運営にご尽力いただきました
歴代の役員の皆様をはじめ関

12
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－１０

－12

２０１７年度ＮＨＫ杯８人 横浜市予選（ＮＨＫ横浜放送
制少年サッカー大会兼県大会 局、横浜サッカー協会共催）
が 月３日、４日の２日間に
わたり、しんよこフットボー
ルパークで行われた。
この大会は 区のＵ の代
表チームによる大会で、 月
開催の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４チーム５ブロッ
クの予選リーグを行い、各ブ
ロック１位の５チームと２位
（ワイルドカード）の３チー
ム計８チームが２日目の決勝
トーナメントに進出した。決
勝戦はワイルドカードから勝
ち上がったバディーＳＣと横

11

12

リーグを兼ねて行った。その
結果、U
１部決勝戦では
横浜F・マリノス があざみ
野ＦＣを３ ０で倒し優勝し
た。またＵ
２部では折本
ＳＣがクライムイレブンを４
１で下し優勝した。Ｕ
１部ではバディーＳＣがＰＫ
戦までもつれ込んだ熱戦の結
果優勝した。Ｕ
２部では

－10

10

85

第 回横浜国際チビッ子
サッカー大会は、平成 年９
月９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３日のＵ８の
部の決勝戦で約３か月にわた
る熱戦の幕を閉じた。
Ｕ の部は、全日本少年
サッカー大会神奈川県予選へ
の出場権をかけた後期ＦＡ

－

85

新春のごあいさつ

優勝

U12 1部 マリノスPr 2部 折本SC
U10 1部 バディーSC 2部 FCビッツ
U8 バディーSC 少女の部 金沢ガールズ

横浜サッカー協会
11 12
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第43回 横浜少年サッカー大会（市長杯）
〜3月4日
（日） 日産フィールド小机 ほか

生涯スポーツ優良団体
－10
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－12
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U10-1部で優勝したバディーＳＣ

49

12

新年あけましておめでと
うございます。
皆様には委員会諸行事に
ご協力頂き感謝申し上げま
す。新しい年を迎え、新た
な抱負を胸に新春の門出の
祝いをされていることで
しょう。
創立
昨年は例年にな
い豪雨による影響
を受け行事を延期
せざるを得ない状況の下、
関係者の方々の協力により
特に支障をきたすことなく
全ての行事を終了すること

横浜国際チビッ子サッカー大会
第 49回
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少女サッカー が 活性化

グの１位、２位の８チームに
よるトーナメント戦を行い、
勝ち進んできた港北区選抜と
港南区選抜との決勝戦は、１
対０で港北区選抜が勝利し、

第１回目の覇者となった。３
位決定戦は、南区選抜２対１
瀬谷区選抜。

優勝 横浜ウインズ
大会は、３チームずつの
リーグ戦、そしてリーグの順
位同士での試合を行った。横
浜ウインズと青葉ガールズで
の優勝決定戦は、横浜ウイン
ズが１対０で青葉ガールズを
下し優勝した。
優 勝：横浜ウインズ
準優勝：青葉ガールズ
第３位：緑ピクシーズ
第４位：鴨志田都築
第５位：ＳＨガールズ
第６位：旭ガールズ

第４回すずらん少女サッカー大会
第４回すずらん少女サッ
カー大会は、 月 日に玄海
田運動公園で６チームが参加
して行われた。

蹴ＬＥＧＥＮＤ 対 神奈川朝
鮮蹴球団の社会人チームによ
る、横浜市長杯争奪戦の２試
合のみが行われた。
横浜市長杯争奪戦は、横浜
猛蹴ＬＥＧＥＮＤが圧倒的な
強さをみせ４対０で前半を終
え、後半は神奈川朝鮮蹴球団
が１点を取り、反撃を見せた
ものの横浜猛蹴ＬＥＧＥＮＤ

名が受講
D級コーチ養成講習会
ツ医科学センターで受講者
名が参加して行われた。
このＤ級コーチ養成講習会
は、少年少女サッカーの指導
者を養成するために基本とな
る指導方法についての講習。

第 回カ
トレア杯少
女サッカー
大会が９月
日、玄海
田運動公園
で チーム
が参加して
行われた。
大会は、
トーナメン
ト方式で行
われた。勝
ち上がって
きた緑ピク
シーズとＳ
Ｈガールズ
の決勝戦と
なり、試合は０対０、ＰＫ戦
も３対３で決することができ
ずコイントスの結果、緑ピク
シーズが優勝した。また、１
回戦で敗退したチームはフレ
ンドリー戦を行った。

第25回カトレア杯少女大会

優 勝：緑ピクシーズ
準優勝：ＳＨガールズ
第３位：原ＦＣなでしこ横
浜、一本松サッカークラブ

４２

３０

今年度２回目の２０１７
スーパーキッズゲームサッ
カーフェスティバルが９月
日に、横浜みなとみらいス
ポーツパークにおいて開催さ
れた。今回は、 団体 チー
ム５０３名のキッズが参加
し、応援の保護者からの熱い
声援を受けながら元気いっぱ
いにピッチを駆け回っていた。
各区の少年チームにおいて

元気いっぱい

２３

の堅い守りと得点力により７
対２で横浜猛蹴ＬＥＧＥＮＤ
が横浜市長杯を争奪した。試
合結果は次の通り。
〈日朝親善サッカー横浜大会〉
神奈川県立光陵高校４ １
神奈川朝鮮高級学校
〈横浜市長杯争奪戦〉
横浜猛蹴ＬＥＧＥＮＤ７
２神奈川朝鮮蹴球団

緑ピクシーズが連覇

講義では少年少女の発育発
達、育成について、大人との
関わりなどメディカル面のカ
リキュラムが組まれ、実技で
はゲーム、シュートなどの指
導の仕方について講習が行わ
れた。講師は、神奈川県ＦＡ
インストラクターの望月選
氏、和田武倫氏、坂木嘉和氏。

㈲ フ リ ー ス タ イ ル

富士ゼロックス神奈川㈱

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

も、キッズから構成するチー
ムが増えてきており、この
スーパーキッズサッカーフェ
スティバルへの関心も高まっ
てきている。

㈱ 横 浜 シ ミ ズ
横 浜 食 品 開 発 ㈱

覧
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会

人

第１回 区選抜少女サッカー大会
第１回横浜市区選抜少女
サッカー大会（ニッパツ横浜
ＦＣシーガルズ杯）は、７月
８日に予選リーグ、７月９日
に順位トーナメント戦、 月
日に決勝・３位決定戦が行
われた。
この大会は、少女サッカー
人口が増えてきているとはい
え少女の単独チームとしての
活動が難しいため、少女の区
選抜として活動ができる機会
を与えて少女サッカーの活動
が盛んになるよう働きかける
ことを目的に、ニッパツ横浜
ＦＣシーガルズの冠大会とし
て今年度の新規事業として開
催された。
第１回大会は、 区のうち
区（中区、西区が合同チー
ム）が参加、４ブロックに分
かれてリーグ戦を行い、リー
１８

第 回横浜市長杯争奪・日
朝親善サッカー横浜大会は
月 日、ニッパツ三ツ沢球技
場において開催された。この
大会は、横浜市民と神奈川県
在住の在日朝鮮人の人々が

サッカーを通して、日朝両国
民の友好を深めることを目的
に始まったもので、半世紀以
上の歴史を刻んできている。
今回の大会は当初、 月
日に行われる予定であったが
台風のため延期されていた。
このため、神奈川県立光陵高
校 対 神奈川朝鮮高級学校の
親善サッカー試合と、横浜猛

指導者

２９

法

港北区選抜 が優勝

第 56回 日朝親善サッカー大会

２５

－

－

キッズ大会

３７

１０

少年少女サッカー指導者の
養成を目的とした「日本サッ
カー協会公認Ｄ級コーチ養成
講習会」が 月４日、５日の
２日間にわたり、しんよこ
フットボールパーク、スポー

８６

１１
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２６
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１１

１０

２３

１６
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１２

横浜少女サッカーが盛り上がりをみせている。近年のなでしこジャパンの活躍などから女子サッ
カーの人気が高まり、
少女サッカー人口が増加、
少女チーム数も増えている。従来からの少女サッカー
大会、カトレヤ杯、すずらん少女サッカー大会に加えて、２０１４年からは国際チビッ子サッカー大
会に少女の部が設けられたのをはじめ、県内チームとの交流戦である横浜招待少女サッカー大会の開
催、
そして今年度からは区選抜少女サッカー大会が行われて大会数も６大会に増え、
横浜少女サッカー
は活性化してきている。

横 浜社 会人 が 連覇

