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第53回横浜国際チビッ子サッカー大会
９月12日
（日）
〜11月28日
（日）
第29回カトレア杯少女サッカー大会
９月12日
（日） 玄海田公園グランド

第60回日朝親善サッカー大会
10月23日
（土）
、24日
（日） 三ツ沢陸上
各種年代別対戦
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第56回横浜市長旗サッカー大会

となったが今年度、感染防止
ガイドラインを基に４月より

近隣地域ブロックで予選リー
グを行い、上位チームによる
決勝トーナメントが行われ
た。なお、Ｕ８は地域ごと
ブロックに分けてリーグ戦を
行い、リーグごとの優勝チー
ムを決めた。
少女の部はＡ・Ｂブロック
に分け予選が行われた。
また、
Ｕ ・少女は２０２１年度よ
り二人審判が採用された。
５月中旬より各カテゴリー
の決勝トー
ナメントが
始 ま り、６
月 日、し ん
よこフット
ボールパー
クで準決勝・
３位決定戦・
決勝戦が行
われた。少女
の部は接戦
を制したＳ
Ｈガールズ
が優勝、横浜
ウインズが
準優勝、緑ピ
クシーズが
©FANTSISTA

27

横浜FC鶴見 柴田知樹

ハードワークの成果

10

気持ちを高め合う

FUTURO相良瑚瑶

︱

た。今回、今の仲間とできる
最後の年で優勝できて良かっ
たです。大会に向けてきびし
く指導してくれたコーチ達、
無観客だったけどいつも応援
してくれた家族、練習で技術
や気持ちを高め合ったチーム
メイト、コロナ禍でも開催し
てくれた大会関係者の方々に
感謝しています。ぼくはいつ
もプレーでチームを引っぱり
たいと思っているので、それが
結果に結びついてうれしいで
す。チャンピオンシップでは、
見守ってくれている人のことを
忘れずに、チーム一丸となって
優勝目指してがんばります！

集中をきらさず

SHガールズ 安井楓薫

ハーフタイム
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今回の相手は強いから楽し
いぞ！監督、コーチに言われ
て決勝に挑みました。去年一

日本では 年１
月に渡航者による
感染確認や２月の
初めに入港したク
ルーズ船の乗客の
感染 確 認から始
まった新型コロナ
ウイルス感染症は国内の医療
現場の混乱と多くの犠牲者を
だし、都市の「ロックダウン」
なる言葉が囁かれる状況で「緊
急事態宣言」が何度か発令さ
れ１年半が経過した 感染リ
スクを避ける対策の一つである
密集を避けるため、入場者数
制限のある状態ではあるが、
事業主催者や関係各位の尽力
によって各種スポーツイベント
も行われている。スポーツに限
らずのびのびとした自由な生
活に戻れるように早く感染の
猛威が終息する事を願うばか
りである 新型コロナワクチ
ンの接種も順次進められては
いるが…。
ところで、「ＶＯＧ」
「ＶＯＩ」とは何か分かります
か？ そ れ ぞ れ の 呼 称 はアル
ファ･ベータ･ガンマ･デルタと呼
ばれ順にラムダまで続きます。
特定の国への差別的な扱いを
防ぐため「ＷＨＯ」
が提唱して
いる変異ウイルス
（４種）
、
注意
すべき変異（７種）
の事で、
ギ
リシャ文字で呼ばれています
その古代ギリシャ･アテネ
は古代五輪発祥の地でもある。
２０２０年東京五輪との縁も
感じるところではある。 （守）

月 日に開催され、①２０２ 度も勝てなかった相手でした
２０２１年度
０年度事業報告②２０２１年 が、チームの力で立ち向かい
度決算の２議案が審議され、 ました。SHGは、みんなで
定時総会開く
原案通り可決された。また、 つないだ大事なボールをゴー
（一社）横浜サッカー協会 ２０２０年度公益目的支出計 ルまで持っていくことをいつも
の２０２１年度定時総会が６ 画実施について報告された。 強く意識しています。その結
果、先制点は４年生の大会初
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
ゴール。途中追いつかれました
３位、都筑ガールズが４位。 に出場することとなった。
が集中をきらさず逆転するこ
［少女の部］
Ｕ は、両チーム無得点
とができました。みんなでつか
のままＰＫ戦となり、その結 ▽３位決定戦
んだ優勝、本当に嬉しかった
果、ＪＦＣ ＦＵＴＵＲＯが 緑ピクシ
２ ︱０ 都筑
ガ
ー
ル
ズ
です。最後に、このような状
優勝、横浜すみれＳＣが準優 ーズ
況の中で大会を開催してくだ
勝、あざみ野ＦＣが３位、Ｃ ▽決勝戦
さった関係者のみなさま、本
ＦＧ ︱ＹＯＫＯＨＡＭＡが４ ＳＨガー
２ ︱１ 横浜ウイ
ルズ
ンズ
当にありがとうございました。
位。
Ｕ ではＪＦＣ ＦＵＴＵ
［Ｕ ］
ＲＯが優勝、ＦＣ本郷が準優 ▽３位決定戦
勝、大豆戸ＦＣが３位、あざ あざみ野
３ ︱１ ＣＦＧ ＹＯ
ＦＣ
ＫＯＨＡＭＡ
み野ＦＣ・Bが４位。
また、Ｕ ・Ｕ は上位６ ▽決勝戦
チームに７月 日より行われ ＦＵＴＵ
０ ︱０ 横浜
すみれ
る神奈川県チャンピオンシッ ＲＯ
プ出場権が与えられる。Ｕ
ＰＫ ４ ︱３
は上位４チームに加え原Ｆ
［Ｕ ］
Ｃ、横浜すみれＳＣの６チー ▽３位決定戦
ム。Ｕ は上位４チームに加 大豆戸
１ ︱０ あざみ野
ＦＣ・Ｂ
え横浜港北ＳＣ、バディーＳ ＦＣ
Ｃの６チーム。各カテゴリー ▽決勝戦
６チームが横浜の代表として ＦＵＴＵ
５ ︱０ ＦＣ本郷
神奈川県チャンピオンシップ ＲＯ

12

ぼくは、市大会で相手が大
きくけったボールを頭や足で
はね返し、チームのピンチを
しのいだのが印象に残ったプ
レーでした。試合は、準々決
勝でみんながねばって守って
勝てた事が印象に残った試合
でした。キャプテンとして心
がけた事は、みんながつらい
時や苦しい時に声を出して元
気づけた事です。優勝したの
は、みんなが全力で練習して
いたからだと思っています。
チャンピオンシップでも全力
で戦います。

苦しい時に声を
FUTURO奥条海外

12

ぼくたちは大きな大会で、
いつも悔しい思いをしてきまし

17

リーグ戦やクラブユースと
並行しての難しい戦いでした
が、横浜市長旗杯で優勝する
ことができました。まずは、
チームメイト、チームスタッフ、
保護者など携わっていただい
た方々、全ての人に感謝した
いです。この大会を通して大
きな自信をつけることができ
ました。今、チームで大事に
しているハードワークすること
ができた結果だと思います。
この様な社会情勢で大会を開
いてくれたことに感謝し、自
分達は市長旗をとったチーム
ということを頭に入れつつ、
謙虚に地に足をつけて精一杯
頑張っていきたいです。また、
リーグ、高円杯どちらも優勝
を目標に努力していくので応
援よろしくお願いします。
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優勝

回 横浜市春季少年サッカー大会
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横浜FC鶴見が制覇！
！

10 12

女）は、昨年度がコロナウイ
ルス感染拡大にともない中止

20
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ＵＵ
ＪＦＣ ＦＵＴＵＲＯ
ＵＵ
ＪＦＣ ＦＵＴＵＲＯ
少女 ＳＨガールズ
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48
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第 回横浜市春季少年サッ
カ ー 大 会（ Ｕ ・ Ｕ ・ 少

56

令和３年度第 回横浜市長
旗争奪ジュニアサッカー大会
（U︱ ）が６月 日に幻海
田公園にて決勝戦が行われま
した。
昨年度が新型コロナウイル
スの影響で開催できませんで
したが同大会は、４月より中
体連
（１５６校）
とクラブチー
ム（ クラブ）それぞれ予選
を行い、８チームずつ本戦出
場を決定しました。
トーナメント方式の本戦は
６月 日より１回戦が始ま
り、各チームが伝統ある優勝
旗を掲げることを目標に各会
場にて白熱した試合が行われ
ました。そんな中、決勝に勝
ち進んだのは鶴見区を中心に
活動をする横浜ＦＣとＥ，
Ｘ
ＩＴＯ横浜のライバルチー
ム。予選から持ち味の得点力
で勝ち進んできた横浜ＦＣ鶴
見が熱戦を制しました。
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10月23日（土）、24日（日）開催
燦然と輝く伝統ある横浜市長杯

第 回の記念大会です
横浜市長杯争奪日朝親善
ね。かつてこの大会の市
サッカー大会の第 回記念大
長杯の争奪を戦った日産
会が 月 日、 日に開催さ
ＯＢ・マリノスＯＢ対在
れる。 年という半世紀以上
日朝鮮蹴球団ＯＢの交流
にわたる長い歴史を築くこと
戦です。元日本代表チー
になる大会を迎えるにあたっ
ムの監督をされていた加
て（一社）横浜サッカー協会・
茂周さんがベンチから出
内田渉会長、在日朝鮮人神奈
てきて指揮する姿がまる
川県体育協会・崔哲会長に同
で全日本代表チームを率
大会への〝思い〟を語ってい
いていたときを思い出さ
ただいた。
せるようで楽しかったの
を覚えています。
第１回日朝親善サッカー大
崔 哲会長：１９９１年
会は、
１９６２（昭和 ）年、
の第 回の記念大会で
８月７日に三ツ沢球技場にお
す。この大会には、本国
いて開催されている。この大
からサッカーチーム（チーム
会が始まった経緯についてお
聞かせください。
まとめて朝鮮蹴球団を編成 は神奈川朝鮮蹴球団だけで 名・ポートンガン）が横浜に
日朝親善サッカー大会は、 来て、二日間にわたり大会が
し、強化鍛錬をしてきた。そ す。
内田渉会長：日朝親善サッ して、
当時の金景徳氏（当時・ 歴史と意義のある大会です。 行われた。全日空、日産自動
車と試合が行われたのです
カー大会は、横浜サッカー協 朝鮮蹴球団副会長）らが横浜
会においては最も歴史のある サッカー協会との関わりに努
日朝親善サッカー大会は、 が、一日目の全日空戦はもの
すごく激しい試合でしたが、
すばらしい試合でした。試合
の後、全日空の監督さんが
笑っていましたが。

今までに多くのすばらしい試
合が行われていますが印象に
残っている試合は。
内田渉会長：２０１１年の

この横浜市長杯争奪日朝親
善サッカー大会は、 回とい
う長い歴史を刻んできている
のですが、大会が続いてきて
いる要因、そしてこの大会の
親善についての役割は。
60

60

第一回日朝親善サッカー大会

されていることが親善を果た
しているということではない
でしょうか。一昨年、横浜の
高校生チームが試合後の焼肉
パーティーに参加しておいし
く食べて行かれた。それが記
憶に残ることでしょう。若い
人達が考えていくと思いま
す。今回の 回大会において
も親善・交流ができる企画を
考えていきたいと思っていま
す。

会となるので感染拡大防止
対策にご協力下さい。
優勝チームは次のとおり。
１Ａ：六浦ＦＣ、１Ｂ：
ＣＬＵＢ ＡＴＬＥＴＩＣ
Ｏ 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：ＪＦＣ ＦＵＴＵ
ＲＯ、２Ｂ：六浦ＦＣレ
ジェンド、２Ｃ：ＦＣ Ｇ
ａｕｃｈｏ、２Ｄ：ＡＬＢ
ＡＴＺ ＴＯＫＹＯ ＦＣ、
３Ａ：ＦＣ ＭＡＤＣＡ
Ｐ横浜、３Ｂ：トリハーマ
金沢、３Ｃ：リコーサッ
カー部

リーグ優勝を表彰
社会人委員会総会

昨年は新型コロナウイル
スの緊急事態宣言発令で延
期となった社会人委員会登
録総会は、今年度は予定通
り５月 日、関内ホール小
ホールにて行われた。
昨年度同様、受付等で密
にならないように気をつけ
ながらの開催となったが、
チーム関係者の協力の下、
思った以上にスムーズに進
んだ。昨年度リーグ優勝
チームの表彰も代表１チー
ムのみで、各チームには賞
状と記念品が贈られた。来
年はすべてのチームが壇上
で表彰されるようになると
いいのですが…。
今年度もコロナ禍での大

15

23

内田会長 政治、信条を超え…
催 会長 歴史と意義ある大会

力をしてきた。当時の故片岡
次夫氏（元横浜サッカー協会
会長）らのご努力により実現
したと聞いています。
今、サッカーをしているの

㈱ 横 浜 ア ー チ ス ト

50

30

内田渉会長：この大会は、一
度も途切れることなく半世紀
以上続いてきているのです
が、簡単には言い表せません
がスポーツの魅力、とくに
サッカーというスポーツは、
一つのボールで、お互いゴー
ルを目指して戦う。いわゆる
サッカーというスポーツの魅
力が国、人種、政治や思想、
信条を超えた次元のものとさ
せる。試合が終わればお互い
笑顔になれる。そして、
親善、
交流が生まれる。
崔 哲会長：この大会は親善
サッカー大会と銘を打ってい
る。親善という言葉はむつか
しい。このように大会が継続

恒例となった大会前の両チーム、関係者による記念写真

内田 渉会長

崔 哲会長

24

60

37
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60

大会であります。私は、横浜
サッカー協会の役員となって
８年位ですが、故髙野一彦先
生
（元横浜サッカー協会会長）
はじめ諸先輩の方々から聞い
た話では、我が国が戦後の物
資の無い時に在日朝鮮の方か
ら数個のサッカーボールを寄
贈してもらった。そして、祖
国の情勢から対戦相手もなく
日本での公式戦に出場するこ
ともできなかった在日朝鮮人
の方々に、かつてのボールの
恩義を思い起こし、この親善
サッカー大会が始まったと聞
いています。
崔 哲会長：関西学院大学の
李昌碩、中央大学の金明植な
どレベルの高い選手がたくさ
んいました。しかし、卒業後
はサッカーをするところがな
い。李昌碩がサッカー仲間を

㈲ 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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60 回目を迎えた日朝親善サッカー大会

伝統をつなぎ夢と希望を！！

