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第56回 横浜市長旗争奪ジュニアサッカー大会
４月３日
（土）
〜 市内グランド
第48回 横浜市春季少年サッカー大会
４月11日
（日）
〜 市内グランド

2021年レディース大会（U15、U18リーグ含む）
４月11日
（日）
〜 市内グランド
2021年度社会人委員会登録総会
５月15日
（土）
18：20〜 関内ホール小ホール

Ｕ８、Ｕ 、少女の部を開催
回国際チビッ子サッカー大会

らし実施することになった。
Ｕ は、 月から 月末を
めどに行い、全日程を終了し
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

での予定で行った。決勝トー
ナメントを行わず、各ブロッ
クごとに賞状とブロック１位
のカップが授与された。
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
移動のリスクを軽減する措置
を取った。

た。その結果、優勝すること
が出来ました。
この状況の中、大会を開く
ため協力してくださった方、
特に荒天の中、審判をやって
くださった方々、本当にあり
がとうございました。
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第
２０２０年度少年サッカー
行事は春季大会がコロナ禍の
影響で中止となり、夏休み以
降に行ってきた国際チビッ子
大会も段階的にＵ の部が９
月 日から始まり、その後、
Ｕ 、少女、Ｕ８と時期をず

が降る中で熱戦が繰り広げら
れ、逞しく成長した選手たち
の数多くの素晴らしいプレー
と、これまで切磋琢磨してき
たチーム、そして選手間の親
睦が強く感じられる印象的な
大会となった。
優 勝：横浜ウインズ
準優勝：青葉ガールズ
第３位：鴨志田エンジェルズ
第４位：緑ピクシーズ

横浜ウィンズ

阿部つばさ

意識を統一させ

初日、自分達らしいプレー
が出来なかった中 日目「試
合の入り方に気をつけよう」
などの声をかけ決勝。とって
も激しい大雨でした。
私たちWINSはパスを繋
ぐサッカーが特徴ですがこの
日はボールが止まるから大き
く蹴る時は大きく蹴る、とい
うはっきりしたプレーをしよ
うと、みんなで意識を統一さ
せて挑み、気持ちで絶対に負
けないよう最後まで戦いまし

３・ の東日本
大震災から 年、
なんとなく忘れか
けている我々への
警告のように、こ
このところ横浜で
も少し大きな地震
が続いている。 年一区切り
のように言われることがある
が、被害にあわれた方々には
区切りなんてないのではない
でしょうか。津波にすべてさ
らわれてしまった映像に改め
て自然の力の脅威を感じた。
地震だけでなく、津波、原発
事故といまだに立ち入ること
も出来ないところもある
復興の拠点となったJビレッ
ジから先日、東京オリンピッ
クの聖火リレーがスタトし
た。震災直後のJビレッジの
様子からは想像できないほど
きれいな芝生のピッチが広
がっていた。新型コロナウイ
ルスの影響もあり、オリン
ピックの開催についてはいろ
いろな意見があるが、開催す
るなら選手が悔いのないパ
フォーマンスを発揮できるよ
うにしてもらいたい 先日の
日本代表戦も厳重に厳重を重
ねた感染対策がされていた。
２週間前からの健康チェック
はもちろん、入退場のチェッ
ク、本部内も向き合うことな
いレイアウト、食事も別室で
となっていた。担当によって
はPCR検査も受けている。
とにかくサッカーで感染拡大
することのないようにできる
限りの対策をとっていた。い
つまで続くかわからないコロ
ナ対策、
感染防止のためには仕
方ないが、
感染だけでなく、
人
との繋がりが希薄になること
もコロナの怖いところだ。
（K）
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ＳＣＨ・ＦＣが優勝

戦ったSCH・FCが追いつ
き、最後に決勝点をもぎ取っ
たSCH・FCが優勝を決め
た。３位決定戦は、あざみ野
FCと大豆戸FCの戦いとな
り、チャンスをものにしたあ
ざみ野FCが３位に、大豆戸
FCが４位となった。▼決勝
戦 SCH・FC３ ―２バ
ディーSC▼３位決定戦 あ
ざみ野FC２ ―０大豆戸FC

負けない気持ちを
涼弥
SCH・FC 今村

この大会を通して見つかっ
た課題を日々の練習から一生
けん命取り組み、次の大会で
も優勝出来る様にがんばりた
いと思います。

第 回横浜少女
サッカー大会が３
月 日・ 日の両
日に谷本公園運動
広場および玄海田
公園運動広場で行
われた。
本大会は、６年
生にとっては最
後の公式戦であ
り、横浜市内の少
女 チームが参加
し、第１日目の予
選リーグ、第２日
目の順位決定戦に
よって全順位を決
した。
順位決定戦は雨

回少女サッカー大会

横浜ウィンズ

することであせらずに落ちつ
いてプレーすることができま
した。最後まで負けない気持
ちを持ち続けた結果、優勝す
ることができたと思います。

優勝

チームが参加 第
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ハーフタイム
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2020 年度市民大会
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市長杯を経験してぼくたち
は、自分たち一人一人の役割
をはっきりさせることで良い
チームプレーができるように
なり、色々なことを学ぶこと
ができました。
決勝では、先制点を取られ
たけど、みんなで声をかけ
あってチームの雰囲気を良く

イトゥアーノ横浜

第 回横浜少年サッカー大会（市長杯）
第 回横浜少年
サッカー大会（市長
杯）は、新型コロナ
ウイルス感染者拡大
に伴い、開会式は中
止となり、参加につ
いてはチームの判断
に任せることにした。
月 日からトー
ナメント戦が始まり、
２月 日横浜スタジ
アムで準決勝、決勝
が 行 わ れ た。 決 勝
に勝ち進んだのは昨
年度優勝のバディー
S C と一昨 年 優 勝
のSCH・FC。バ
ディーが先取したも
のの後半に粘り強く

31

10 20

14

〜初の栄冠に輝く〜

9

２０２０年度臨時総会

収支予算については原案通り
決定された。２０２１年度事
業計画では、新規事業として
ガールズカップU 大会の開
催が企画されている。また、
２０２１年度は日朝親善サッ
カー大会が 回目となる。
14

46

1

21

の発令、そして会議施設の制
約など感染リスクを避けるた
め原則書面評決による決議と
した。審議事項の①２０２１
年度事業計画②２０２１年度

横浜サッカー協会のガバナンス・ コンプライアンス
の順守、倫理観の向上・充実を図るため、また本協会の
競技及び競技会に関する違反行為等についての調査・審
議・懲罰の決定を行うために次の委員会規定を制定し、
理事会の承認を経て施行します。
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新型コロナウイルスの影響で
緊急事態宣言発令中の２月７
日、ニッパツ三ツ沢球技場で２
０２０年度横浜市民大会決勝戦
が行われた。例年５月の抽選会
が７月にずれ、年度内に終了で
きるか不安だったが、今大会は
天候にも恵まれ、予定通りこの
日を迎えた。両チームとも初の
決勝進出となり、予想外の大勢
の応援が来場し、慌ててしまう
ほどだった。試合は４ ―１でイ
トゥアーノ横浜がＪＦＣ ＦＵ
ＴＵＲＯを下し、初の栄冠に輝
いた。

2

２０２１年度事業計画決まる
（一社）横浜サッカー協会
は、３月 日に２０２０年度
臨時会員総会を開催した。今
年度は、新型コロナウイルス
感染防止のため緊急事態宣言

60

２ （一社）横浜サッカー協会

規律・フェアプレー委員
会規定
本協会の主催・主管、共催等する競技及び競技会に関
する重大な違反行為等について、調査・審議を行い、懲
罰の決定をすることを目的とする。また、本協会に登録
するチーム関係者等全般にリスペクト・フェアープレー
の推進、差別・暴力の排除の啓発活動を行う。

令和３年２月９日施行

©FANTSISTA

１ （一社）横浜サッカー協会

コンプライアンス委員会
規定
本協会の役員、職員及び協会に登録するチーム関係者
等全般に法令の遵守及び倫理の保持と、公正な職務の執
行及び適正な法人、チーム運営の確保を目的とする。

令和２年２月12日施行
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29

ガバナンス・
コンプライアンスの順守へ

４月１日
2021
第 84 号

第 84 号

４月１日

１年度以降もしばらく同様の
対策をしながら事業実施が求
められるものと思います。今
年度も選手、指導者等、サッ
カーに関わるすべての方々の
安全と健康を配慮しつつサッ
カーが続けていかれるよう進
めて参りたいと思います。

委員長 水野 晴雄

社会人委員会



新型コロナウイルス感染防止の大会運営へ

２０２０年度は、コロナ禍の厳しい状況から春季におい
てはいくつかの大会が中止を余儀なくされている。しかし
秋季以降には万全な対策の下で主たる大会を行ってきてい
る。この大会運営にあたる各委員会の新型コロナウイルス
感染防止対策について紹介した。２０２１年度においても
新型コロナウイルス感染防止対策に配慮して大会運営が行
われる。

４種委員会

仁

幕。令和３年度も同じように
感染ガイドラインに従った大
会運営を検討していく。

委員長 小林

ジュニアユース委員会



シニアマスターズ大会
第一試合は、 の部決勝、
Ｙ．
Ｓ．
Ｃ．
Ｃ 対Ｙサッカー
で昨年の決勝と同一カード
となった。後半にＹ．
Ｓ．
Ｃ．
Ｃ が２得点して連覇。第２
試合は の部決勝でＹ．Ｓ．
Ｃ．
Ｃ 対かながわクラブ
の試合が行われた。試合は４
―１で終了し、 の部の優勝
はＹ．
Ｓ．
Ｃ．
Ｃ に決まった。
この結果、 の部と の部の
両 カ テ ゴ リ を Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ
チームが制覇した。
40

40

50

40

50

40 40

50

50

Ｙ.Ｓ.Ｃ.Ｃ 40

40

50

50

40

40

50

㈱ 横 浜 ア ー チ ス ト
㈲ フ リ ー ス タ イ ル

Ｙ.Ｓ.Ｃ.Ｃ 50
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交流試合で祝う

J F E 東日本ジーエス㈱

40

新春フェスティバル

横 浜 食 品 開 発 ㈱

40

令和２年度ＹＦＡ新春サッ
カーフェスティバルが１月
日に横浜スタジアムで行われ
た。例年だと少年、少女、親
子サッカー教室やミニサッ

覧

50 50

２０２０年度
シニアマスターズ結果

ズ

社会人委員会は日本サッ
カー協会のガイドラインに
従って応援等関係者の名簿の
提出をお願いした。企業チー
ムでは、感染防止のためリ
モート勤務となったり、不要
不急の外出制限の企業もあ
り、試合を組んでいても、試
合に参加できず棄権するチー
ムが出た。

ミ

隆

シ

委員長 野口

浜

シニア委員会

横

Y.S.C.Cが40の部
50の部 共に優勝
50

カーゲームなどで新春を祝っ
たが今年度は、新型コロナウ
イルスの感染防止のために制
限があり４種委員会、女子委
員会、社会人委員会による交
流試合で新春を飾るフェス
ティバルとなった。
（写真は、
女子サッカー交流試合）

㈱



神 奈 川 新 聞 社

一

17

の部
【優勝】Ｙ．
Ｓ．
Ｃ．
Ｃ
【準優勝】かながわクラブ
【３位２チーム】ＦＣニコニ
コ ・ブリッツ横浜
の部
【優勝】Ｙ．
Ｓ．
Ｃ．
Ｃ
【準優勝】Ｙサッカー
【３位２チーム】チング倶楽
部 ・緑ヶ丘

横浜マリノス㈱

員

シニアマスターズ大会の決
勝は１月 日、ニッパツ三ツ
沢球技場で開催された。
おりしも新型コロナウイル
スによる非常事態宣言の発出
期間ではあったがチーム関係
者及び会場管理者とスタッフ
による検温 手･洗い 除･菌等
に注力し、無事に終了した。
開催日は、
前日の好天気から、
やや肌寒い天候であったが、
グラウンドの芝は良好で選手
の動きも機敏であった。

会

会場でチーム全員の健康
チェック票とチームメンバー
の一覧表を提出し、それを最
低１か月間保管し、万が一の
時に参加者の後追いができる
ようにした。
・選手同士の接触を避けるた
め、試合前後のセレモニーや
挨拶を省略。ピッチに入った
らすぐにキックオフ、タイム
アップとともに退場した。
・ベンチでの声援自粛やマス
クの着用を求めた。また、前
後半の半ばに飲水タイムを設
け、各自のボトルでの飲水を
徹底した。原則、チーム関係
者以外の試合会場への立ち入
りを制限した。
・県リーグからの情報も入手
し、県リーグで陽性の選手が
出たときに同じ練習会に参加
していた選手に注意喚起を
行った。
②今後、参加チーム、参加選
手に対する新型コロナウイル
ス感染防止へのお願い
・今シーズンは一人の陽性者
も出さずにここまで来ている
が、今後も気を緩めることな
く感染防止に最善を尽くして
ほしい。

人
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①今までに取った新型コロナ
ウイルス感染防止対策につい
て
・参加チーム代表者は、試合

法

２０２０年度は、コロナの
影響により、これまで長い歴
史を築いた市長旗杯が中止と
なり、その他の事業もいくつ
か中止となりました。しかし
ながら、中止となってしまっ
た代替事業として、１ｄａｙ
のＷｉｎｔｅｒ Ｆｅｓｔｉ
ｖａｌを実施しました。トレ
セン事業についても７月から
月まで実施することが出来
ました。これら実施事業は、
コロナ対策を行ったうえで実
施して参りましたが、２０２

サッカーに係る試合の主催及び公式記録の作成に関する事業
（定款第４条第１号）
⑴ 令和３年度キッズ大会
令和３年６月２６日（土）
、９月２５日（土）
、令和４年２月２６日（土）３回
⑵ 第２４回区選抜少年サッカー大会（マリノス杯）
令和３年３月２７日（土）
、３月２８日（日）
、４月３日（土）３日間 延期
⑶ 第５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）
令和３年７月３日（土）
、４日（日）
、１０日（土）１１日（日） ４日間
⑷ 第４７回横浜少年サッカー大会市長杯
令和４年１月８日（土）～３月６日（日）
⑸ 第４８回横浜市春季少年サッカー大会
令和３年４月１１日（日）～６月２７日（日）
⑹ 第５３回横浜国際チビッ子サッカー大会
令和３年９月１２日（日）～１１月２８日（日）
⑺ 第17回横浜市１８区代表Ｕ１１サッカー大会（第２回タカナシカップ）
令和３年１０月３１日（日）
、１１月３日（祝）
⑻ 第５６回市長旗争奪ジュニアサッカー大会
令和３年４月１日（木）～６月２０日（日）
⑼ ２０２１ＹＦＡサマーフェスタ
令和３年７月または８月
⑽ 第８回すずらん少女サッカー大会
令和３年１１月３日（祝）
、１１月７日（日）
⑾ 第２９回カトレア杯少女サッカー大会
令和３年９月１２日（日）１日間
⑿ 第３２回横浜少女サッカー大会
令和４年３月２０日（日）
、２１日（祝）
⒀ ２０２１年レディース大会
令和３年４月１１日（日）～１１月２８日（日）７回
⒁ 令和３年度市民リーグ社会人の部
令和３年５月～４年３月
⒂ 令和３年度市民大会社会人の部
令和３年５月～４年３月
⒃ 令和３年度市民マスターズサッカー大会
令和３年４月～４年３月
⒄ シニア新春サッカーフェスティバル
令和４年１月９日（日）
⒅ シニア親善交歓サッカー大会
令和３年４月～令和４年３月
⒆ ＹＯＫＯＨＡＭＡ ２０２１ビーチサッカーフェスタ
令和３年７月３１日（土）
、８月１日（日）
⒇ ２０２１ ＹＦＡママさんフットサル大会
令和３年１１月２８日（日）予定
㉑ 第２回ガールズカップＵ１５
令和３年１２月５日（日）
、１１日（土）
㉒ 第１回ガールズカップU １４
令和４年１月８日（土）
２ サッカーに係る団体の登録に関する事業（定款第４条第２号）
⑴ チーム登録
登録数
社会人：90
少年：175
シニア：46
女子：８
ジュニアユース：26
中体連・J連盟チーム等：６
計３５１チーム
⑵ 個人登録費 （四種のみ対象）
登録数
８, ０００人
３ サッカーの指導者等の養成に関する事業（定款４条第３号）
⑴ コーチングセミナー（Ｄ級養成）
令和３年１１月（予定）
⑵ 審判員の実技研修会
令和３年予定（３日間）
⑶ 指導養成 基調講演会
令和３年１１月
イ 会場 未定
ウ 参加 約２００名
⑷ 審判員の観戦研修会
ア 時期 令和３年市民大会決勝戦予定
イ 会場 未定
ウ 参加 約２０名
⑸ ４級審判員の強化育成事業（３級審判員推薦事業）
ア 時期 令和３年４月～１１月（８ヶ月で２名を推薦）
イ 会場 協会主催各種大会実施グランド
４ サッカー技術の向上に関する事業（定款第４条第４号）
⑴ ゴールキーパー講習会
令和４年２月２６日
⑵ トレセン事業（少年/少女/ジュニアユース/中体連）
令和３年４月～令和４年３月
⑶ ジュニア競技力向上事業
令和３年４月～１２月
⑷ 第４６回神奈川県選抜少年サッカー大会への参加
令和３年１２月１１日（土）
、１２日（日）
、１９日（日）
⑸ 第４１回神奈川県チャンピオンシップＵ―１２への参加
令和３年７月１７日（土）
、１８日（日）
、１９日（祝・月）
⑹ 第１３回神奈川県チャンピオンシップＵ―１０への参加
令和３年７月１７日（土）
、１８日（日）
、１９日（祝・月）
⑺ 第１９回神奈川県８人制サッカー大会兼８人制関東大会予選への参加
令和３年１２月４日（土）
、５日（日）
⑻ 第１２回神奈川県地域交流大会への参加
令和３年９月
⑼ 第１６回神奈川県地域対抗サッカー大会への参加
令和３年１１月
５ サッカーに係る広報及び普及に関する事業（定款第４条第５号）
⑴ 広報誌の発行
印刷部数
２,000部 発行時期 年３回
⑵ サッカーフェスティバルの開催
令和４年１月１０日（祝月）
⑶ シニア・レディースサッカースクール
令和３年４月11日、５月９日、６月13日、７月11日、
９月19日、10月10日の日曜日
計６回
⑷ 生涯スポーツ教室
令和３年４月～４年３月
昼間開催 １５～３０回
６ サッカーに係る地域間交流に関する事業（定款第４条第６号）
⑴ 第６０回日朝親善サッカー大会
令和３年１０月２３日（土）
、２４日（日）
⑵ 日韓ジュニアサッカー交流大会（日時未定）
⑶ 日韓シニア交流大会
令和３年７月１７日（土）～１９日（月）
⑷ 横浜招待少年サッカー大会
令和３年１２月４日（土）
、５日（日）
⑸ 横浜招待少女サッカー大会
令和４年１月２２日（土）
、２３日（日）
⑹ 横浜招待シニアサッカー大会
令和４年２月１２日（土）
、１３日（日）
⑺ シニア地域交流大会 令和４年３月（日時未定）
⑻ ねんりんピック
ア 時期 令和３年１０月２９日（金）～１１月２日（火）本大会
⑼ YC&ACとの交流※
７ サッカーの試合会場の提供に関する事業（定款第４条第７号）
令和３年４月～４年３月
８ サッカーに係る試合の運営受託に関する事業（定款第４条第８号）
⑴ 受託事業 令和３年４月～４年３月
９ スポーツ施設の管理運営受託に関する事業（定款第４条第９号）
⑴ 運営受託事業 令和３年４月１日～４年３月３１日
10 その他この法人の目的を達成するために必要な事業（定款第４条第１０号）
⑴ 横浜市民のスポーツ文化に対する助成事業
⑵ 各種大会に対する後援・協力事業

 委員長 石井 和則

１

昨年度は、選手の健康や安
全面を考慮して「 春季少年
サッカー大会」を中止。
「横
浜国際チビッ子サッカー大
会」は、県サッカー協会の感
染対策ガイドラインに従っ
て、市内移動がないよう近隣
地域でブロック分け、健康
チェックシートの提出、指導
者その他合わせて５名までと
人数制限、会場ではマスクの
着用や手指消毒、本部や相手
チームへの挨拶無しなど、選
手が安全安心して参加できる
よう感染対策に留意して実
施。市長杯も同様に感染対策
を強化しながら無事大会を閉
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