横浜招待少年サッカー大会
12月８日（土）, ９日（日）

Ｄ級講習会
12月15日（土）,16日（日） しんよこFP
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バディーSCが連覇

カー大会㏌千葉に参加し、ブ
ロック１位で通過したが、惜
しくも３位という成績に終
わった。
Ｕ の部ではＪＦＣ．
ＦＵＴＵＲＯが決勝まで進み、
惜しくも準優勝という結果と
なった。
横浜代表としてチャンピオ
ンシップに出場したチームは
下記の通り。

第 回 日朝親善サッカー大会

第２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
１日、７日、 日の３日間に
わたり繰り広げられた。
同大会は、 区（合同チー
ムも含む）が参加。４区ずつ
４ブロックに分けて予選リー
グを戦い、
各ブロックの１位、
２位が順位トーナメント戦を
行い、最終日の 日、ニッパ
ツ三ツ沢球技場で３位決定
戦、決勝戦を行った。
決勝戦は、予選リーグ、順
位トーナメントともに無失点
で勝ちあがってきた港南区選
抜が緑区選抜を２‒０と無失 横浜市中
神奈川朝鮮
２‒０
中級学校
点で下し、優勝した。３位決 学校選抜
定戦は、泉区選抜が青葉区選 〈横浜市長杯争奪〉
抜を２‒１で下した。
横浜社会
神奈川朝鮮
３‒１
人選抜A
蹴球団

12

交流試合として横浜社会人選
抜B対神奈川高麗ＦＣ、そし
て横浜市中学校選抜対神奈川
朝鮮中級学校が行われた。
横浜市長杯争奪戦は、優勝
杯返還、花束贈呈のセレモ
ニーのあと、横浜社会人選抜
A（エスペランササッカーク
ラブ）対神奈川朝鮮蹴球団の
横浜市長杯争奪戦が行われ
た。横浜社会人選抜Aが試合
の大半を支配し、前半に挙げ
た３点を守り切り、３対１で
神奈川朝鮮蹴球団を下して、
昨年度に続き連覇した。
試合結果は次の通り。
横浜社会
神奈川高麗
１‒２
人選抜B
ＦＣ

10

とにかく暑かっ
た夏が過ぎてよう
やく一息つける季
節になってきた。
毎日のように熱中
症患者のニュース
を耳にした。幸い
身近で熱中症になったという
話はなかった 暑かっただ
けでなく６月の大阪府北部地
震、７月の西日本豪雨、８月
の台風 号、９月の北海道胆
振東部地震と自然災害の
ニュースが多かった。甚大な
被害や、残念なことに亡くな
られた方が出た。改めて自然
の驚異を感じた 阪神淡路、
中越、東日本と大地震の記憶
があり、少しは非常食等も準
備していたが、準備しただけ
で終わっていたので、この機
会に点検、補充をした 横浜
市のホームページには地震、
洪水、土砂災害、液状化等の
ハザードマップが出ているの
で、自分のところの状況を把
握しておくことも大事だと思
う。準備したものを使わない
で済めば一番だが、万が一の
時に後悔しないように備えて
おくことが、被災された方か
らの教えだと思う。 （Ｔ）

日朝戦ゴールシーン

14

16

14

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
Ｕ の部（順不同）
・ あざみ野ＦＣ
・ 横浜港北ＳＣ
神奈川県チャンピオンシップ
・ ＳＣＨ．ＦＣ
・ 今宿少年ＳＣ
・ バディーＳＣ
・ ＦＣカルパ
Ｕ の部（順不同）
・ バディーＳＣ
・ ＳＣＨ．ＦＣ
・ あざみ野ＦＣ
・ ＦＣカルパ
・ ＪＦＣ．ＦＵＴＵＲＯ
・ 品濃ウィングス
春季少年サッカー大会のＵ
の部で上位チームは、第
回神奈川県チャンピオンシッ
プ（Ｕ ）に、またＵ の上
位チームが、第 回神奈川県
チャンピオンシップ（Ｕ ）
に出場した。
Ｕ ではバディーＳＣが見
事２連覇を達成した。県代表
として第 回関東少年サッ

38

10

ハーフタイム

21

10

57

た。
横浜市と韓国の仁川広域市
は、２００２年のFIFA
ワールドカップの日韓共催を
記念して、ジュニアサッカー

日韓ジュニア大会 閉会式

〜〜 ニッパツ横浜ＦＣシーガルズ杯 〜〜
10

日韓親善ジュニア大会
２０１８日韓親善ジュニア
サッカー大会は、８月７日か
ら 日までの４日間、韓国の
仁川広域市のジュニアサッ
カーチームを招き、開催され

日韓ジュニア大会 開会式

第２回 区選抜少女サッカー大会

12

42

〝夢を託す交流戦〟

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

ルヴァンカップ準決勝
10月14日（日） 14：00 K/O ニッパツ三ツ沢
横浜Ｆ・マリノス vs 鹿島アントラーズ

港南区選抜が制覇
12

12

57

横浜社会人選抜が争奪

10

月 日に三ツ沢陸上競技場で
行われた。
18

チームの相互派遣を行ってい
るもので、今年度もサッカー
を通じて相互理解を深めると
ともに、少年たちの将来の夢
を託した大会が行われた。
仁川広域市のジュニアサッ
カーチームは７日に来日、８
日、９日にニッパツ三ツ沢球
技場で大会を行い、 日に市
内観光を行った。８日、試合
前の開会式で直井ユカリ横浜
市市民局スポーツ振興部長
は、
「お互い、将来はプロ選
手になって世界で戦おう」と
いう、前日のレセプションで
の横浜チームのキャプテンの
言葉を紹介、
「将来、その時
が来たら記憶に残るいい試合
だったと語れるように頑張っ
てほしい」と、少年たちへの
夢を応援して激励した。
大会は、横浜から選抜チー
ムA、Bの２チームが参加し
て２日間で６試合が行われ
た。結果は次の通り。
〈第一日目〉
横浜
 選抜 ８‒０ 仁
川
A
横浜
 選抜 ７‒０ 横浜選抜
A
B
横浜
 選抜 ０‒４ 仁
川
B
〈第二日目〉
横浜
 選抜 ２‒３ 仁
川
B
横浜
 選抜 ３‒０ 仁
川
A
横浜
 選抜 ６‒０ 横浜選抜
A
B

日韓ジュニア大会 レセプション

12

第 回横浜市長杯争奪日朝
親善サッカー横浜大会は、８

同大会は、
サッカーを
通じて、日
朝両国民の
友好を深め
ることを目
的に毎年開
催されてい
る大会で、
今年は 回
目となる。
大会は、

57
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Ｙ ．Ｓ ．Ｃ ．Ｃ ．

世界最古のチーム・シェフィールドFCが証明

ンド・サウス・ヨークシャー
のシェフィールド ＦＣが、
ＹＣ＆ＡＣを『 日本最古の
サッカークラブ』と認め、こ
のほどシェフィールドＦＣか
らＹＣ＆ＡＣに証明書が贈ら
れた。

ビーチサッカー大会

猛暑の中の熱戦

2

２０１８ビーチサッカー大
会は、８月３日、４日、５日
の３日間にわたり、金沢区の
海の公園・ビーチで行われた。
今年も異常なほどの猛暑の中
でも、参加者はレクリエー
ション競技としてビーチサッ
カーを楽しんだ。
小学男子 チーム、小学女
子６チーム、一般男子４チー
ム、
一般女子５チームが参加。
それぞれのカテゴリで予選
リーグ、決勝トーナメントを
戦った。

２８

12

国際サッカー連盟により、
世界最古のサッカークラブと
して認められているイングラ

「日本最古のサッカークラブ」

恒例となった横浜サッカー
協会のシニア遠征は、２０１
８年７月 日から 日にかけ
て行われた。
折しも日本列島各地で ℃
を超える猛暑が続いており、
韓国ソウルも同じく ℃が予
想される中、曇一つない晴天
で試合は実施された。

創立 周年を迎え

１８

中でも、
フットボー
ルの分野で
は、競技力
向上をめざ
し、２０１
２年にはア
マチュア最
高峰のＪＦ
Ｌ参戦、２
０１４年に

は、聖地三ツ沢をホームスタ
ジアムとして、国内最高峰の
Ｊリーグに参戦させていただ
今年度から参入 F リ ー グ で 健 闘 ‼
き、参入に際しては、
「Ｊリー
日本のフットサルリーグ・ ちの健全育成」をキーワード グの理念をＪリーグ創設前か
として発足。以来、スポーツ ら実践しているクラブ」と
ＤＵＡＲＩＧ Ｆリーグ（
クラブ）に、今年度から新設 活動を通じて、街の課題解決 リーグより評されました。
そして、２０１８シーズン
されたＦリーグディビジョン を 念 頭 に「 地 域 は フ ァ ミ
をスローガンとして、 からは、もうひとつのフット
２（７クラブ）に、横浜から リー！」
「フットサル」の国
Ｙ．
Ｓ．
Ｃ．
Ｃ．
が参入し熱い戦 地域の皆さまや子どもたちの ボール、
心と体の健康を提供するこ 内最高峰「Ｆリーグ」に横浜
いを行っている。
と、そして、街が元気に活気 から唯一の参戦。現在 位と
吉野次郎理事長の挨拶
づくことを理想として、街で 快進撃です。公益財団法人横
我々、Ｙ．
Ｓ．
Ｃ．
Ｃ．
は、１ 暮らす市民の健康作りに邁進 浜市体育協会さまのご協力に
より、平沼記念体育館をホー
９８６年に「地域・子どもた しております。
ムアリーナとしてリーグを
戦っていますので、Ｊリーグ
共々、是非応援にお越しくだ
さい。

２０

なり、サイドを崩されて２失
点、ＭさんのＰＫで１点返し
たものの３本目は１対２の負
け試合だった。
最後の４本目も攻撃を繰り
返し、惜しいチャンスも多く
あった中、ついに若手のヘッド
で１点先取したが、サイドか
らの逆襲で１失点してしまい、
１対１で試合は終了。４本合
計での結果は「３対５」となっ
た。勝利することはできなかっ
たが、
随所に好プレーがあり、
皆さん、疲労の中にも満足そ
うな顔が印象的だった。
試合後は、近くの銭湯で汗
を流してから、近くの海鮮料
理店で、日韓合同の懇親会が
行われた。懇親会では、お互
いに同年代ということで、片
言の英語を駆使し、年齢や仕
事、家族等、サッカー以外の
話でも大いに盛り上がり、試
合の疲れや時間 を忘れてし
まったようだった。来年の再開
を約束して、
宴会場を後にした。

１０

務が故障で欠場することにな
り、Ｎさんご子息とその友人
の若手２人と相手チームから
１人をお願いして、ぎりぎり
のメンバーで戦うことになっ
た。更には、猛暑ということ
で相手チームと調整し 分を
２本、 分を２本で行った。
時開始の１本目時には、
すでに ℃を超えていたが、
湿度が日本より若干低い様で
気温の割には、
動けたようだっ
たが、連携がうまく出ないま
ま、ディフェンス、ＧＫのミ
スで失点をしてしまい、その
後、反撃したが、得点ならず、
１本目は０対１で終えた。
２本目は若手の個人技と頑
張りで１点を返すが、反撃に
あい失点、２本目は１対１の
ドローで終えることで、後半
戦への反撃に期待が持てた。
３本目は、少しポジションを
変更し、若手中心で攻撃的に
仕掛けたが、ぎりぎりのメン
バーと、この猛暑で疲労が重

試合会場は２年前に行われ
たソウル近郊の高台で、緑に
囲まれた大学の人工芝であっ
た。相手チームもこの地区を
活動拠点としている強豪の城
北シニアサッカークラブで、
今回 人ほどが集まって、手
ぐすねを引いて待っていた。
我が横浜チームは山本前専
３０

流ができる記念行事にしてい
きたいと語る。

４０

細貝理事長は「今は、日本人
会員は三分の一位となってい
ます。
会員数は約７００家族。
今後、１０００家族位まで増
やしたい。若い家族の方々に
も会員になってもらいたい」
と、伝統あるクラブの安定し
た運営を行いたいと語る。
ＹＣ＆ＡＣと横浜サッカー
との関わりも深い、Ｊリーグ
発足前は、日産、日本鋼管、
全日空などの日本リーグのク
ラブチームとの交流試合も多
く行われ、横浜サッカーの発
展にも貢献してきている。現
在は、公益社団法人として、
Ｙ．
Ｓ．
Ｃ．
Ｃ．
や横浜Ｆ・マリ
ノス・Ｕ ― にグラウンドを
貸すなど地域へのグラウンド
提供や交流を行っている。
今年は、創立１５０周年を
迎える細貝理事長は「少年か
らシニアまでのサッカー大会
で地域交流を深めるイベント
を行いたい」と、日本最古の
スポーツクラブとしてメン
バーが楽しめて、地域との交

熱い声援を受け

キッズ大会開催

ＹＦＡスーパーキッズゲー
ムサッカーフェスティバルＧ
ｏａｌ は９月 日、しんよ
こフットボールパークで行わ
れた。今回の大会には、個人
参加も含め チーム、５８３
名の元気なちびっ子選手が参
加。ゴールをめざして一つの
ボールを蹴り合うちびっ子選
手たちに父母の熱い声援が送
られていた。

㈲ フ リ ー ス タ イ ル

ズ

ミ

シ

浜

横

㈱

１５

３０

１６

㈱ 横 浜 ア ー チ ス ト

神 奈 川 新 聞 社

神野京一 記
２３

３７

５０

J F E 東日本ジーエス㈱

シニアチームが訪韓

２１

初の日本人理事長

ＹＣ＆ＡＣ

31

横 浜 食 品 開 発 ㈱

横浜マリノス㈱

覧

一

員

会

人

法

猛暑の中で奮戦‼
発足。クリケットやラグビー
など欧米のスポーツを我が国
に伝えてきている。そして、
細貝 貞夫氏が就任
弊紙、Ｂｒｅｅｚｅでも紹介
１８６８年に創立
ＹＣ＆ＡＣは１８６８年に したことがあるが我が国で初
された日本最古のス 現在の横浜公園近くで外国人 めてサッカーが行われたとこ
ポーツクラブ、横浜 専用のスポーツクラブとして ろでもある。
カントリー＆アスレ
ティッククラブ
（ＹＣ
＆ＡＣ）
の理事長に
〝地域交流〟
〝 活 性 化 〟め ざ す
私たちのサッカー仲
間である細貝貞夫さ
細貝理事長は、中区の本牧 れ「アルゼンチン、フランス
んが就任、初の日本 出身で小学時代からサッカー など多くの海外の子どもたち
人理事長が誕生した。 を始め、中学からクラブチー の指導をし、貴重な経験をさ
ムで活躍。 せてもらった」と、ＹＣ＆Ａ
ＹＣ＆ＡＣ Ｃの関わりについて語る。
のセカンド
１９８０年にＹＣ＆ＡＣの
チームと対 数少ない日本人会員となり、
戦したこと 企業に勤める傍ら週末には仲
もある。大 間とサッカーを楽しむ。
「ラ
学時代に横 イバルチームの神戸レガッタ
浜サッカー アンドアスレチッククラブに
協会からＹ 大勝したことがあります」
と、
Ｃ＆ＡＣの クラブ生活の中の楽しい思い
子どもたち 出を語る。そして、今年の４
の指導者と 月に日本人として初の理事長
して派遣さ に就任した。その重責を担う

１５０
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