忍足
充
小林
仁
小山 次郎
白倉 常夫
鈴木 康司
監

〃
〃
〃
〃

事

田島
野口
廣幡
東
守久

隆道
隆
素道
志信
友三

全日本Ｕ サッカー大会神奈
川県中央大会出場を決める予
選会を兼ねており、各ブロッ
クの１位と昨年度優勝チーム
のバディーＳＣ、合わせて
チームが県大会に進んだ。
Ｕ は 月から 月末をめ
12

〃
〃
〃
〃
〃

回国際チビッ子サッカー大会
を基に１部、２部とブロック
分けを行ってきたが、今年度
は市内全域のブロック割から
近隣の２区あるいは３区で実
施し、コロナ基本ガイドライ
ンを基にできるだけ移動のリ
スクも軽減する措置を取った。
また、各クラスの上位チー
ムで行ってきた決勝トーナメ
ントも行わず、Ｕ はＪＦＡ
Ｕ サッカーリーグとＪＦＡ

どに行うことになった。少女
は 月３日よりＡ・Ｂの２ブ
ロックに分けて行い、 月
日に終了した。Ｕ８は１月
日から２月末までの予定と
なっている。

10 23

はバディＳＣ対ＣＦＧ‒ＹＯ
ＫＯＨＡＭＡ、全国優勝の貫
禄バディＳＣは前半に先制し
後半にも得点を重ねて４ １
で全国大会出場を決めた。
今年の神奈川大会決勝も昨
年同様バディＳＣ対マリノス
プライマリーの顔合せとな
り、２０２０年はバディＳＣ
が３ １、神奈川大会優勝で
幕を閉じた。また両チームは
全国大会での健闘を‼

11





第 回区選抜大会
（ＹＳＣＣ杯）

磯子・金沢
両選抜が共に栄冠

－

Ｕ からスタート
第
２０２０年度少年サッカー
行事は春季大会でスタートす
るはずだったがコロナ禍の影
響で中止となり、夏休みを経
てようやく国際チビッ子大会
Ｕ の部が９月 日から始
まった。学校開放等の制限が
あることからその後Ｕ 、少
女、Ｕ８と時期をずらし実施
することになった。
これまでは春季大会の成績

第44回全国Ｕ12サッカー神奈川大会

内田 渉会長ら再選
りとなったことが報告され、
原案通り承認された。
③２０２０、
２０２１年度
役員改選については、
立候補
した 名の理事候補者全員が
承認され、
この中から会長、
副
会長、
専務理事が決まった。
ま
た、
２名の監事も承認された。
、 年度役員は次の通り。
内田
渉
会
長
副会長
加藤 範義
専務理事
鈴木 栄一
石井 和則
理
事
岩澤 明彦
植木 裕司
〃
〃

10

今年度はコロナ禍の影響も
あり、例年とは違い各郡市
リーグ戦で好成績を収めた
チームによるトーナメント戦
の大会方式で行われた。 月
８日より、しんよこフット
ボールパークなど各会場で
１、２回戦が行われ、 月
日にベスト４が決まり、前回
優勝の横浜Ｆマリノスプライ
マリー、前回準優勝バディＳ
Ｃ、前回ベスト８のＳＣＨ・
ＦＣ、もう１チームは初ベス
ト４のＣＦＧ‒ＹＯＫＯＨＡ
ＭＡと横浜勢が４チーム独占
した。
昨年、バディＳＣが全国大
会制覇したことで今年も神奈
川県より２チームが全国大会
に参加でき、準決勝が事実上
の決勝戦となった。 月 日、
大和なでしこスタジアムにて
準決勝・決勝が行われた。準
決勝第一試合は横浜Ｆマリノ
スプライマリー対ＳＣＨＦＣ、
前半マリノスプライマリーが
先制点。ＳＣＨの反撃も実ら
ず、１ ０。マリノスプライ
マリーが全国大会への一枚目
の切符を手にした。二試合目

優勝・バディ、準優勝・マリノス

２０２０年度定時会員総会
（一社）
横浜サッカー協会の
２０２０年度定時会員総会は、
６月 日に開催され、①２０
１９年度事業報告②２０１９
年度決算、監査報告について
③２０２０、２０２１年度役
員改選について審議された。
事業報告では、主催主管事
業の第 回横浜少女サッカー
大会が降雨とその後新型コロ
ナウイルス感染拡大防止のた
め中止となった。また、市民
リーグ、シニア親善サッカー
大会も新型コロナウイルス感
染拡大防止のため途中打ち切

新春のごあいさつ
新年あけましておめでと
うございます。新しい年を
迎えるにあたり皆様方には
さまざまな抱負を胸に秘
め、新年の門出のお祝いを
されたことと拝察いたしま
す。会員の皆様には、日頃
より協会の諸行事に多大な
ご協力を頂き心より感謝申
し上げます。
昨年来、新型コロナウイ
ルス感染拡大が世界各地で
広がり多くの感染者を出し
ています。この新型コロナ
ウイルス感染拡大が原因で
国際経済に大きな打撃を与
えています。また、スポー
ツ界全体にも計り知れない
影響を及ぼしています。

再開に際し、マスク着用、検 ます。
温、消毒、手洗い等、徹底した
はじめに、サッカーので
対策を行っています。幸い体 きる活動場所の提供です。
昨年、開催予定の「東京オ の不調を訴える参加者を出し 行政のご尽力により少年、
リンピック」もコロナの影響 ていません。今後も厳しい環 少女大会会場の確保率は高
で今年に先送りとされまし 境下、適切な予防対策を行い いものの、社会人が楽しむ
た。横浜市では横浜国際競技 運営に努めてまいります。皆 会場の確保が困難であり、
場でサッカー、横浜スタジア 様のご理解ご協力をお願いし ここ数年の課題です。今後
ムでは野球とソフトボールが ます。
も引き続き行政、企業とも
次に、以前にも掲載させて 連携し課題解決に努めてま
行われる予定です。コロナ感
染拡大は予断を許さない現状 頂きました協会の展望、
方針、 いります。
下、大会に参加される多くの 見通し
（ビジョン）
についてお
続いて、国際性を活かし
選手の皆さんは長い自粛生活 話しさせて頂きます。
すべての国との連携を図る
の中、個々の体力、技術向上
主な方針、
展望については、 ことについてです。
折しも、今年は日朝親善
より良い〝サッカー環境〟を
サッカー大会が開催されて
回の節目の大会を迎えま
（一社）横浜サッカー協会会長 内 田
渉
す。近年、激しく揺れ動く
朝鮮半島情勢に振り回され
る事なく信念をもち親善友
好の輪を守ってまいります。
今後、ますます日朝両国の
親善を深め、内容のある大
会にしたいと考えます。
最後になりますが、今後
もサッカーを通して協会の
諸行事、運営等に皆様方の
一層のお力添えをお願い申
し上げます。
結びに今年一年皆様方の
ご健勝とご活躍を祈念し、
新年のご挨拶とさせて頂き
ます。

10

毎年春マリノス杯として行
われていた横浜市の 区選抜
チームの大会は、今年度、コ
ロナ禍の影響により延期され、
またマリノスの協賛自粛と重
なり、開催が危ぶまれていた
が、ＹＳＣＣの特別協賛を得
て、第 回横浜市区選抜大会
がＹＳＣＣ杯として開催され
た。
月 日、 日長坂谷公園
Ｇ、
さえずりの丘公園Ｇで１、
２回戦が行われ、ベスト４が

決まり、 月５日にしんよこ
フットボールパークにて準決
勝と３位決定戦が行われた。
準決勝、３位決定戦、全てが
同点でＰＫ戦となり明暗を分
けた。最後に残ったのは金沢
区選抜と磯子区選抜。
月６日ニッパツ三ツ沢球
技場でＪ３ＹＳＣＣ対ＡＣ長
野戦の前座試合として決勝が
行われた。
後半、
見事なフリー
キックから金沢区選抜が先取
点を挙げたが、磯子区選抜も
すぐさま追いつき、その後は
一進一退の白熱した戦いで１
対１と決着がつかず両チーム
優勝となり、共に栄冠を分か
ち合った。

12

昨年は、
〝 新型
コロナウイルス〟
、
この目に見えない
恐怖と厳しい社会
環境に振り回され
た一年であった
新型コロナウイ
ルス感染拡大が世界各地に猛
威を振るい、スポーツ界にも
大きな影響を及ぼした。ス
ポーツの祭典、東京オリン
ピックの延期、各種競技大会
が中止となり、アスリートは
むろん観戦者の楽しみも奪っ
てしまった 横浜サッカー
協会でも、多くの大会が中止
となり、参加を予定していた
選手諸君には熟したる思いを
寄せたのではないでしょうか
活動が始まったのが９月以
降、大会再開に際しては、マ
スク着用、検温、消毒、手洗
い等、徹底した対策を行い実
施してきている。それでも、
どこか気持ちの上では感染へ
の不安を抱くのも否めないの
が実情である 新型コロナ
ウイルス感染拡大への収束が
見られない今、気を緩めるこ
となく万全の対策を施し、
サッカーに臨んでほしい。そ
して、こうした厳しい環境下
においてもサッカーができる
喜びを感じてもらいたい。（梅）
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次の二点です。
・すべての年代が楽しく
サッカーができる環境の提供。
・国際性を活かし、国際交
流を通してすべての国との連
携を図る。
昨年２０２０、２０２１年
度、
協会役員の改選が行われ、
新役員、新種別委員長が決定
しました。これを機に再度ビ
ジョンを達成するために、ど
の様な活動をしていかなけれ
ばならないか。
現状を把握し、
互いの情報を共有活用し、そ
の目的の達成に努めてまいり
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12
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横浜勢が連覇 !
－
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2020年度横浜市市民大会 決勝



３月20, 21日 横浜少女サッカー大会



１月23, 24日 第５回横浜招待少女サッカー大会



１月９日〜 第46回横浜市少年サッカー大会
（市長杯）

14

'20
'21

に精進されていることでしょ
う。大会では素晴らしいパ
フォーマンスを繰り広げてい
ただけますことを期待したい
と思います。
さて、このよ
うなコロナ禍、
本協会主催の大
会も感染拡大防
止を懸念し、種
別により多少異
なりますが大会
の中止もしくは
延期とさせて頂
きました。大会

23

23

28

会員総会
３月23日

－
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校県下合同チーム、そして、
社会人のＡＣ ＵＭＯＪＡ対
神奈川朝鮮蹴球団戦が行われ
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チーム
代表の横浜猛蹴対ＦＣ ＫＯ
ＲＥＡ戦が行われた。試合の
大半を支配したＦＣ ＫＯＲ
ＥＡが後半２点を取り、昨年
度に続き連覇した。
試合結果は次の通り。
横浜ＧＳ
神奈川朝鮮
１ １
ＦＣ
中級学校
ＹＳＣＣ
神奈川朝鮮
２ １
ユース
高級学校

ＡＣ
神奈川朝鮮
０ １
蹴球団
ＵＭＯＪＡ
〈横浜市長杯争奪〉
ＦＣ
ＫＯＲＥＡ

横浜猛蹴 ０ ２
タカナシカップ
ジュニアサッカー大会

１日目は４チーム５ブロッ
元ＮＨＫ杯として行われて
いた大会が今年度からタカナ クの予選リーグを行い、各ブ
シ乳業㈱の協賛を得て名称を ロック１位の５チームと２位
タカナシカップとなり、 月 （ワイルドカード）の３チー
１日、
３日の２日間にわたり、 ム計８チームが２日目の決勝
しんよこフットボールパーク トーナメントに進出した。
決勝戦はあざみ野ＦＣ対黒
で行われた。この大会は 区
の５年生の代表チームによる 滝ＳＣとなり、１ ０であざ
８人制の大会で、 月開催の み野ＦＣが、３位決定戦では
県大会、横浜市代表を決める １ ０でバディーＳＣが勝利
予選会を兼ねている。
した。上位３チームは県大会

あざみ野ＦＣが優勝

神奈川朝鮮
ＹＳＣＣ
２ ０ 初級学校県
ジュニア
下合同チー
ム
－

－

ＦＣ ＫＯＲＥＡが連覇
回日朝 親 善 サ ッ カ ー 大 会
ンドで行われた。
同大会は、サッカーを通じ
て、日朝両国民の友好を深め
る目的で毎年開催されている
大会で今年は、
回目となる。
大会は、交流試
合として横浜ＧＳ
ＦＣ対神奈川朝鮮
中級学校、ＹＳＣ
Ｃユース対神奈川
朝鮮高級学校、Ｙ
ＳＣＣジュニア対
神奈川朝鮮初級学

回選抜女子大会
（シーガル杯）

優勝 港北区選抜
第


安定した力が！
港北区選抜 三田村 麗

今回の大会で優勝という最
高の結果を残せました。その
理由を自分なりに振り返って
みました。まず一つ目は、学
年問わず仲が良くて明るい最
高のチームだった事。二つ目
は、誰が試合に出てもバラン
スの崩れない安定した力を出
せるチームだった事。三つ目
は、監督・コーチの的確な指
示、保護者の素敵な応援、と
にかく最高のスタッフに恵ま
れていた事です。次は日産ス
タジアム杯。日々練習に全力
で取り組み、大会２連覇を目
指すぞ

優勝 金沢ガールズ

金沢
 ガールズ

鈴木

佑梨

心をひとつにして

手達の顔色同様に明るく晴れ
渡り、まだユニフォームの方
が大きな可愛い少女選手達
が、大きなピッチの隅々まで
ボールを追いかけ、元気に走
り回っていた。
優 勝：金沢ガールズ
準優勝：緑ピクシーズ
第３位：横浜ウインズ
第４位：駒林ＳＣ・ローザ

−

第
第 回横浜市長杯争奪日朝
親善サッカー横浜大会は、
月 日に三ツ沢陸上競技場、
神奈川朝鮮中高級学校グラウ
10

女 子 サ ッ カ ー が 盛 況 ！！
ＳＣＨが制覇
ガールズカップ

理緒

の姿がとても清々しかった。
参加された多くの選手や指導
者から大変喜ばれ、実に有意
義な大会と評価が高く、次回
の開催が期待される。
優 勝：ＳＣ
 Ｈフットボー
ルクラブ
準優勝：クラブテアトロ
第３位：日体
 大ＦＩＥＬＤＳ
横浜Ｕ
第４位：ＳＨガールズ
第５位：中体連選抜女子

ＳＣＨ 山西

課題の改善へ…


11

18

第７回すずらん少女
サッカー大会


今年は試合も練習も思うよ
うにできず、大きな大会もな
くなってしまいました。とて
も落ち込みましたが、まずは
カトレア杯に出られると知っ
て、気持ちを切り替えチーム
一丸となって練習しました。
みんな優勝したい、ボールを
つなぎたい、という思いで頑
張りました。私自身も、チー
ムを盛り上げようと「前から
いこう！」と声を出したり、
休けい時間に声をかけ合って
気持ちを高めていきました。
みんなの頑張りの結果、優
勝することができました。
ちゃんと試合ができるのか、
大会に出られるのか不安だっ
たのですが、この状況の中、
カトレア杯を開さいしてくだ
さって感謝しています。あり
がとうございました。
また、残り少ないチームで
集まる一つ一つの機会を大切
にして、次へ向けてしっかり
と準備していきたいと思いま
す。

横浜ウインズ 阿部つばさ

気持ちを高めて

第３位：一本松ＳＣ
第４位：大門ＦＣ

に進出。
象に残っているのは仲間が決
優 勝：あざ
 み野ＦＣ（青 めた決勝戦のゴールですが、
全員が集中を切らさずに全て
葉区）
準優勝：黒滝ＳＣ（緑区） の試合に臨めたことが良かっ
３ 位：バディーＳＣ
（南区） たと思います。
僕は試合中、特にあざみ野
強い気持ちで…
の流れではない時に、たくさ
あざみ野ＦＣ 小田 浩資
ん声を出したり、皆に声をか
けたりしてチームを盛り上げ
るように頑張りました。
「 勝利への強い気持ちを
もって試合に臨むこと」をこ
れからも意識して、もっと高
い目標にむかってチーム全員
で頑張っていきたいです。試
合を運営してくれた皆さん、
コーチ、応援してくれたお父
さん、お母さんたち、ありが
とうございました。

僕たちは、今年初めての公
式戦の大会で優勝をすること
が出来ました。厳しい試合が
続いたので、優勝が決まった
時、思わず全身の力が抜けて
しまいました。決勝トーナメ
ントで２度のＰＫ戦を制して
決勝戦に進み、勝つことが出
来たのは、あざみ野メンバー
全員の勝利への強い気持ちが
あったからだと思います。印

れたという気持ちよりも全て
の力を出し切れたという気持
ちからチームメイトも私も笑
顔でした。そして、私達金沢
ガールズと緑ピクシーズは勝
ち点が同じだったので、どち
らが優勝するのかドキドキし
ながら結果を待つと、優勝と
いう最高の結果でした。優勝
+ できたのは、チームメイトみ
んなが心を一つにして戦えた
からだと思います。

優勝 横浜ウインズ

第 回カトレア少女
サッカー大会


第 回カトレア少女サッ
カー大会が８月 日にプレ大
会が、９月 日に本大会が玄
海田公園運動広場で行われた。
プレ大会は チームが、本
大会には チームが参加した。
プレ大会は交流戦として、
本大会は４ブロックに分けて
予選リーグを行い、午後から
順位パートに分かれて順位決
定トーナメント戦を行った。
コロナ禍での初の公式戦実
施となり、選手達はピッチ一
杯元気にプレーし、多くの笑
顔で溢れていました。
優 勝：横浜ウインズ
準優勝：金沢ガールズ

リーグ優勝と表彰

 社会人総会開く

社会人委員会登録総会は、
７月４日に行われ、２０１９
年度リーグ優勝チームの表彰
も行った。
新型コロナウイルス感染の
不安を抱えながら、市民リー
グ、
市民大会ともに始まった。
２０１９年度リーグ優勝
チームは次の通り。
１Ａ：ＦＣソシオス
１Ｂ：Ｆｕｚｚｙ
１Ｃ：ＦＣフェルメンターレ
１Ｄ：横浜
 スポーツアンドカ
ルチャークラブ
２Ａ：ＦＣ ＢＯＬＡＺＯ
２Ｂ：六浦ＦＣレジェンド
２Ｃ：ＡＦＣ横浜
２Ｄ：ブリヂストン横浜
３Ａ：ＪＦＣ ＦＵＴＵＲＯ
３Ｂ：ＦＣ椿
３Ｃ：ミスターＸ
ＳＡ：六浦ＦＣレジェンド
ＳＢ：横浜ミラン

㈱ 横 浜 ア ー チ ス ト

−

私がすずらん杯で印象に
残っている試合は、緑ピク
シーズ戦です。どの対戦相手
も強敵でしたが、特に緑ピク
シーズには上手な選手が多
く、試合でも先取点を取られ
てしまいました。しかし、私
たちのチームの中に勝つこと
を諦めている選手は一人もい
ませんでした。
点を取られてからは、それ
まで以上に心を一つにして全
員で守って全員で攻めまし
た。その結果、１点を返して
同点にすることができまし
た。同点になってからもお互
いに追加点を取るために全力
でぶつかり合いましたが、１
対１の同点のまま試合は終了
しました。
試合が終わった時には、疲

覧

12

第７回すずらん少女サッ
カー大会が 月３日に玄海田
公園運動広場で行われた。
この大会は少女サッカーの
普及と育成を目指し、チーム
相互の親睦を図ることを目的
にＵ
大会として４年生以
下の少女チームが参加した。
朝まで雨が降り続いていた
が、試合が始まる頃には、選

㈲ フ リ ー ス タ イ ル

ズ

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㈱
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第１回Ｕ
ガールズカッ
プが 月 日、 日の２日間
にわたり、しんよこフット
ボールパークと玄海田公園運
動広場で行われた。
この大会は中学年代の女子
サッカー支援を目的にクラブ
チームと中体連の交流も図る
機会として、５チームによる
総当たり戦で第一回目の大会
として開催された。
天候にも恵まれ青空映える
ピッチに、躍動する選手たち

11

−

−

59
チームによるトーナメン
ト方式による第４回横浜市選
抜女子サッカー大会は、 月
日に長坂谷公園グラウン
ド、平戸永谷グラウンドの２
会場で１、
２回戦が行われた。
多くの試合が接戦で１点差や
ＰＫ戦にもつれ込む試合が繰
り広げられ実力が均衡しどの
チームもレベルアップされて
いた。
月 日準決勝・決勝戦は
横浜スタジアムにて行われ
た。準決勝第１試合は、青葉
区選抜対港北区選抜、１、２
回戦と得点力の勝る、港北区
選抜が４ １と青葉区選抜を
下し決勝戦へと駒を進める。
準決勝第２試合は磯子区選抜
対港南区選抜、粘り強いサッ
カーを続けてきた磯子区選抜
が、一進一退の白熱した試合
の結果２ ２の同点、ＰＫ戦
を制し決勝戦に進出した。
決勝戦は港北区選抜対磯子
区選抜、今大会安定した守備
と得点力の港北区選抜が５
０で第四回大会の優勝を果た
した。
−

−
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第１回Ｕ
ガールズカッ
プで優勝できたことを、とて
も嬉しく思います。また、普
段では対戦する事のないよう
な相手と戦えた事も、とても
良い経験となりました。優勝
できたことは自信にして、こ
の大会で見つかった課題を改
善できるように日々の練習に
励んでいきたいと思います。
コロナ禍の状況にも関わら
ず、この大会を開催してくだ
さった関係者の皆様に選手を
代表して感謝致します。
本当にありがとうございま
した。
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