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第６回すずらん少女サッカー大会
10月27日（日） 11月４日（月・祝） 玄海田公園
第16回横浜市18区代表Ｕ-11サッカー大会
（兼 神奈川県Ｕ-11少年サッカー大会予選）
11月３日（日）、11月４日（月・祝）
しんよこフットボールパーク

第46回横浜少年サッカー大会（市長杯）
2020年１月５日 開会式 日産フィールド小机
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少女の部では参加した９
チームによる予選ブロックを
行い、上位４チームによる決
勝トーナメントを行った。篠
原つばめＳＣが横浜ジュニ
オールＳＣを下し優勝した。
◎Ｕ８の部
☆三位決定戦
ＳＣＨ・
ＪＦＣ
１ ０
ＦＣ
ＦＵＴＵＲＯ
☆決勝戦
バディー ０ ０ あざみ野
ＳＣ
ＦＣ
（延長１ ０ ）
◎Ｕ の部
☆三位決定戦
横 浜 Ｆ・ １ １ 横浜すみれ
マリノス （3PK２）ＳＣ Ｐ
☆決勝戦
バディー
ＳＣＨ・
３ １
ＳＣ
ＦＣ
－

U10優勝 バディーSC

１ ０

横浜ジュニ
オールＳＣ

横浜ＦＣ鶴見

写真提供・ＦＡＮＴＡＳＩＳＴＡ

ＳＣ

篠原つばめ

◎Ｕ の部
☆三位決定戦
あざみ野
六浦毎日
２ ０
ＦＣ
ＳＳ
☆決勝戦
横 浜 Ｆ・ ２ ２ 大 豆 戸
マリノス （延長１ ０ ）
ＦＣ
◎少女の部
☆三位決定戦
一本松
金沢ガー
２ ０
ＳＣ
ルズ
☆決勝戦

少女優勝 篠原つばめSC

定時総会開く

横浜サッカー協会

ながらもパスやドリブルで
ゴールをめざし“暑い、
熱い〟
闘いが繰り広げられた。

20

開催、①平成 年度事業報告
②平成 年度収支決算が審議
され、原案通り可決された。
また、平成 年度公益目的
支出計画実施報告が行われ
た。

昨年度のリーグ優勝チーム
が表彰された。
優勝チームは次の通り。
１Ａ：六浦ＦＣ
１Ｂ：ＣＬ
 ＵＢ ＡＴＬＥ
ＴＩＣＯ ＵＭＯＪＡ
１Ｃ：かながわクラブ
１Ｄ：ＮＰ
 Ｏ横浜スポーツ
アンドカルチャーク
ラブ
２Ａ：ＦＣソシオス
２Ｂ：ＦＣ
 ＣＯＭＰＡＲＥ
２Ｃ：Ｐａ
 ｎａｓｏｎｉｃ
／ＶＩＯＬＡ
２Ｄ：ＦＣ東球
２Ｅ：横浜
 市役所サッカー部
３Ａ：今宿
 ＶＥＬＨＯ
ＳＯＣＩＥＴＹ
３Ｂ：ＳＣ
 ＥＳＴＲＥＬ
ＡＡ
３Ｃ：エスペランサＳＣ

暑 い 、熱 い 戦 い

ハーフタイム
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ビーチサッカー大会

猛暑の夏日から
解放され緩やかに
季節の変わりが感
じられる気配もし
て き ま し た。 Ｊ
リーグは後半戦と
なり優勝争いにも
一段と興味をそそるところで
す ところで、今年は、ラグ
ビーワールドカップが日本で
の開催となり、９月 日から
始まりました。今回、【ボーっ
と生きてんじゃねーよ！】
と、
叱られる前にラグビーとサッ
カーのルーツに関して調べて
みました 日本ではよく「１
８２３年、イングランドで
フットボールの試合中、ボー
ルを抱えたまま相手のゴール
目指して走り出した」ことだ
とされていますが、これは両
者の祖である「 原始フット
ボール」を指している英文中
の「ｆｏｏｔｂａｌｌ」とい
う単語を「サッカー」の別称
である「フットボール」との
混同に由来する誤解であるら
しい そもそも当時はまだ
サッカーとラグビーは未分化
であり、両者が完全に分かれ
たのもそれより 年経った後
のことで、１８６３年にザ・
フットボール・アソシエー
ション（ＦＡ）が結成され、
統一ルール作成により近代
サッカーが本格的に誕生した
とき、
一部のクラブの代表が、
ボールを持って走ること、
ボールを運んでいる相手に
ホールディング（おさえるこ
と）を行うことが認められな
くなった事などに合意でき
ず、ＦＡを脱退した。これが
ラグビーフットボールとアソ
シエーションフットボール
（サッカー）が分岐した瞬間
であるとされている。ルール
の違いやルーツの詳細をイン
ターネット等で皆さんも検索
してみませんか。
（Ｍ）
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横浜サッカー協会の２０１
９年度定時総会が６月 日に

５月 日関内ホール小ホー
ルにて２０１９年度社会人委
員会登録総会が開催された。
例年は後日行っていたリー
グブロック会議も併せて行わ
れた。昨年度、年度初めのブ
ロック会議をしていないブ
ロックで連絡ミス等があり直
前での試合中止が何回かあっ
たので、全チームで確認する
ため、総会時にブロック会議
も行われた。優先使用のグラ
ンドの不使用が無いよう、全
チームの協力をお願いする。

が制覇

第 回横浜市長旗ジュニアサッカー大会
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少 女

30

ビーチサッカー大会が７月
日、８月３日、４日の三日
間にわたり、金沢区の海の公
園で行われた。
大会は、一般男子の部３
チーム、一般女子の部４チー
ム、小学男子の部 チーム、
小学女子の部８チームが参
加。真夏の太陽のもと慣れな
い砂浜のピッチに足を取られ

24
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令和元年第 回横浜市長旗
ジュニアサッカー大会の決勝
戦が６月 日、玄海田公園で

16

54

54

バディーSC

24

社会人委員会登録総会

行われ、クラブチームの横浜
ＦＣ鶴見ジュニアユースが中
体連の中川中学校を３対１で
下し優勝した。
同大会は、横浜
市の中学校並びに
市内のクラブチー
ム（ チームが参
加）のナンバーワ
ンを決める大会
で、中学校、クラ
ブチームのそれぞ
れ代表８チームの
チームによる決
勝トーナメント戦
を行った。
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リーグ優勝
チームを表彰
11
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U10

優勝

亘る熱戦の幕を閉じた。
Ｕ 、Ｕ８は各予選ブロッ
クの２位までのチームが、Ｕ
は横浜地区ＪＦＡリーグ、
各ブロック１位のチームが決
勝トーナメントに進んだ。
Ｕ 、Ｕ については上位
６チームが県チャンピオン
シップ大会出場を決める予選
会を兼ねている。
その結果、Ｕ の決勝戦で
は大豆戸ＦＣとの延長戦を制
した横浜Ｆ・マリノス が優
勝した。
Ｕ の決勝戦では、バディー
ＳＣがＳＣＨ・ＦＣを下し４
連覇を果たした。Ｕ８の部も
あざみ野ＦＣとの延長戦を制
したバディーＳＣが２連覇を
果たした。
Pr
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第 回横浜市春季少年サッ
カー大会は、４月 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、６
月 日の決勝戦で約３か月に
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U8優勝 バディーSC
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篠原つばめSC

横浜F・マリノスPr

バディーSC
U12
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U12優勝 横浜F・マリノスPr

第46回横浜市春季少年サッカー大会
46
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ＦＣコリアが奪還

朝鮮 中級部

３位決定戦と決勝が行われ、
戸塚区選抜が都筑区選抜を下
し３位を決めた。
泉区選抜と港北区選抜の決

勝戦は 人がしっかりボール
を運び、つなぐ泉区のスタイ
ルが功を奏し、港北区を２―
１で制し、初優勝を遂げた。

・六浦毎日ＳＳ
・ＪＦＣ．ＦＵＴＵＲＯ
・原ＦＣ
Ｕ の部（順不同）
・バディーＳＣ
・ＳＣＨ．ＦＣ
・横浜Ｆ・マリノス
・横浜すみれＳＣ
・ＪＦＣ．ＦＵＴＵＲＯ
・ＣＦＧ Ｙ-ＯＫＯＨＡＭＡ

チーム 名が参加

市内の園児を対象とした
キッズ大会が 月 日（土）
しんよこフットボールパーク
で、日産フィールド小机で開
催された。
この大会には 団体 チー
ム、４４５名の元気なちびっ
こが参加。雨交じりの天候の
中、父母のみならず。祖父母
まで応援に駆け付け、ファイ
トあふれるプレーが繰り広げ
られた。

キッズサッカー大会

455
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横浜市長杯

第 回横浜市長杯争奪日朝
親善サッカー大会が今年も８
月 日に開催された。
今年は三ツ沢陸上競技場で
３試合、朝鮮中高級学校グラ
ンド１試合が行われ、試合終

領家中学校

朝鮮 高級部

了後朝鮮中高級学校グランド
に移動して、表彰式が行われ
た。残念ながら横浜社会人選
抜の連覇とはならなかった
が、表彰式終了後は朝鮮側の
主催で出場選手、関係者大勢
で焼肉パーティーとなり、来
年以降の対戦を約束しながら
交流を深めた。
結果は次の通り。
会場：三ツ沢陸上
横浜市立 
神奈川
４ ―１

翠嵐高等学校

県立横浜 
神奈川
５ ―２

朝鮮蹴球団

横浜社会人 
ＦＣ
１ ―２
選抜Ａ
ＫＯＲＥＡ
会場
 ：神奈川朝鮮中高級学校
神奈川
横浜社会人 
３ ―３
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お 知 ら せ 本号は、７
月１日号との合併号です。

㈱ 横 浜 ア ー チ ス ト

横浜市内 区の選抜チーム
の大会で、３チームごと６ブ
ロックで予選リーグを行い、
各ブロック１位チームと２位
チーム中、成績上位２チーム
がワイルドカードとして決勝
トーナメントに進出する方式
で行われた。
３月 日、さえずりの丘公
園Ｇ、長坂谷公園Ｇで予選

る決勝トーナメント戦を行っ
た。
決勝戦は、鶴見区・南区選
抜対西区・中区選抜の合同
チームによる戦いとなり、鶴
見区・南区選抜が２対０で西
区・中区選抜を下し優勝した。
３位決定戦は、港北区選抜
が青葉区選抜を２対１で下し
た。

神奈川県チャンピオンシップ

10

38

覧

泉区選抜が初優勝
くコミュニケーションを取る
ことができて不安はすぐにな
くなりました。
二日目と三日目は、仁川の
チームとサッカーの交流戦を
行い、僕たちは優勝という結
果を残せました。
僕は、この遠征を通して言

10

選抜Ｂ

逆襲で新参加者が１点を奪
い、１ ―０の勝利。
２試合目は前半は０ ―０で
後半マークのずれを突かれ失
点、結果３点を献上して０ ―
３で負け、１勝１敗で終了。試
合終了後城東チームと懇親会
を開催、来年の健闘を誓いお
互いの意思を確認し解散した。

Pr

抜チームが日韓ジュニアサッ
カー交流大会（ 月 日から
月 日）に韓国仁川市へ遠
征した。
シニア、ジュニアの各大会
について参加選手からよせら
れた報告を紹介します。

来年の健闘を誓う

㈲ フ リ ー ス タ イ ル

ズ

ミ

シ

浜

スポーツで笑顔に!

31
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リーグを行い、 日には決勝
トーナメントに進んだ８チー
ムでさえずりの丘公園Ｇで
準々決勝、準決勝を行った。
第３回横浜市区選抜少女
３点差の逆転劇やＰＫ戦で
人全員でも決着がつかず二回 サッカー大会（ニッパツ横浜
りめでようやく決まるような ＦＣシーガルズ杯）は、７月
熱戦が繰り広げられ、ベスト ７日、 日、８月 日の三日
間にわたり行われた。
４が決まった。
同大会は 区（合同チーム
４月６日、玄海田公園Ｇで
を含む）が参加。一日目は、
葉が通じなくてもサッカーと ４区ずつ４ブロックに分けて
いうスポーツを通してお互い 予選リーグを戦い、二日目に
が笑顔になれることを学びま 各ブロックの１位、２位によ
した。
最後にこの遠征に帯同して 横浜代表がＷ優勝
くれた横浜市の方々やコー
春季少年サッカー大会Ｕ
チ、仁川の方々に感謝したい
の上位６チームは、第 回神
と思います。
奈川県チャンピオンシップ
（Ｕ ）に、またＵ の上位
６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 では大豆戸
ＦＣが初優勝を遂げ、Ｕ の
部でもＳＣＨ．ＦＣが優勝を
遂げ、横浜勢のＷ優勝という
結果となった。
Ｕ の部の上位３チームの
うち、大豆戸ＦＣ（写真）と
ＪＦＣ．ＦＵＴＵＲＯは県代
表として第 回関東少年サッ
カー大会㏌神奈川に参加した。
大豆戸ＦＣはブロック１位で
予選を通過したが、惜しくも
３位という成績に終わった。
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
次の通り。
Ｕ の部（順不同）
・横浜Ｆ・マリノス
・大豆戸ＦＣ
・あざみ野ＦＣ
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マリノス杯
第22回横浜市区選抜大会
18
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㈱

橋本友翔

16

32

J F E 東日本ジーエス㈱

神 奈 川 新 聞 社

横 浜 食 品 開 発 ㈱

横浜マリノス㈱

バディ

僕は、７月 日から８月１
日まで韓国の仁川市へ横浜市
代表として遠征へ行き、サッ
カーを通して韓国の少年たち
と交流をしてきました。
初めて飛行機に乗ることや
ニュースで日本と韓国の関係
が少し良くないことは知って
いたので最初は不安でした。
しかし、歓迎会を開いてもら
い韓国の少年たちと交流した
時、言葉が通じなくても通訳
さんを通したりしながら楽し

43

鶴見区・南区選抜が優勝
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12
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シニアチーム
22

シーガルス杯
第3回横浜市区選抜少女大会

10

8

恒例の訪韓シニアの試合
は、７月 日～ 日の日程で
実施した。訪韓の前に強化試
合を２日ほど実施し新しい参
加者との連携を確認と親睦を
図る宴を開催し健闘を称え出
発した。
出発当日は台風が心配で
あったが、各人無事到着。試
合の前に激励会を兼ねて夕食
会を開催。試合相手はソウル
城東 シニアで２年前に対戦
した相手であり、当日は大雨
で実施したのを思い出しつつ
曇りの中で実施。第一試合は
20

30

第 回 日朝親善サッカー大会

18

今年度も横浜サッカー協会
は、交流事業の一環として日
朝親善サッカー大会（８月
日：別掲）
。そして、シニア
チームが日韓シニア交流大会
（７月 日から 日）に韓国
ソウル特別市へ、また少年選

29 SC
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60

一
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会

人

法

ジュニアチーム、
シニアチームが訪韓
20

58

親睦を深めた交流戦
22
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