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第57回横浜市長旗争奪ジュニアサッカー大会（Jr.Y）
４月２日（土）〜 市内グラウンド
第49回横浜市春季少年サッカー大会
４月10日（日）〜 市内グラウンド
2022年度レディース大会
４月10日（日）〜 市内グラウンド
2022年度社会人委員会登録総会
５月14日（土）18：20〜 関内ホール小ホール

トーナメント方式で行われ
る大会は、開会式終了後は小
机フィールドにて２試合が行
われ開幕した。その後、試合
は横浜スタジアム、しんよこ
フットボールパークで熱戦が
繰り広げられた。コロナウイ
ルス感染症が再び拡大し、辞
退や途中棄権チームが数チー
ムあったが２月 日に決勝戦
・ ３位決定戦がしんよこフッ

トボールパークで行われた。
準々決勝、準決勝では４試
合がＰＫ戦で接戦を制した横
浜ジュニオールＳＣとあざみ
野ＦＣが決勝戦に駒を進めた。
決勝戦も一進一退の好ゲー
ム、延長戦でも勝敗がつかず
にＰＫ戦にもつれ込んだ。
少女の部は参加８チームを
４チームに分けて予選リーグ
を行い、上位２チームが２月
日玄海田公園グラウンドに
て準決勝・決勝戦・３位決定
戦が行われた。
〈少年の部 結果〉
優勝
横浜ジュニオールＳＣ
２位
あざみ野ＦＣ
３位
ＳＣＨ・ＦＣ
４位
エスレーラＳＣ
〈少女の部 結果〉
優勝
緑ピクシーズ
２位
金沢ガールズ
３位
原なでしこ横浜
４位
あざみ野キティーズ

粘り強く戦う

りました。二つ目は、ボール 新春サッカーフェスタ
を持ったらまず前を向いて仕
掛ける事です。１人２人抜い 交流試合で祝う
恒例となった横浜サッカー
て数的優位にする事です。
日々の練習では常に足元の部 協会の新年を祝う令和３年度
分を磨いています。
「ＹＦＡ新春サッカーフェス
決勝戦では攻められる時間 ティバル」が１月 日に横浜
が多かったですが、みんな集 スタジアムで行われた。今年
中を切らさずに粘り強く守り 度も新型コロナウイルス感染
抜き、初優勝をする事が出来 防止のための制限があるなか、
て本当に嬉しかったです。６ 高体連、女子委員会、社会人
年生になっても自分達のサッ 委員会、少年委員会、中体連・
カーをして結果を出せるよう ジュニアユース委員会による
に頑張ります。
各カテゴリーでの交流試合を

ＳＨガールズが優勝

回横浜少女サッカー大会

13

第

第 回横浜少女サッカー大
会が３月 日に玄海田公園運
動広場で行われた。
32

令和４年１月８日、２日前
に降った雪が残る日産小机
フィールドで開会式が行われ
た。今大会はコロナウイルス
感染拡大防止の為、参加チー
ムの代表２名が開会式に参
加。前回優勝のＳＣＨ・ＦＣ
が先頭に１４９チームが堂々
と入場。選手宣誓は抽選会で
番を引いた駒林ＳＣの２名
が務めた。

初優勝で歓喜のJFC FUTUROのメンバー

JFC FUTUROが初優勝

緑ピクシーズ
少女の部優勝

２２年度に創立 周年を迎え

本大会は、６年生にとって
は小学生最後の公式戦であ
り、横浜市内 チームが参加
して行われた。４ブロックに
分けてリーグ戦により順位を
決め、各ブロックの順位同士
での順位決定戦で全順位を決
めた。
順位決定戦は、力の均衡し
たチーム同士の戦いとなり、
６試合がＰＫ戦で勝敗が決ま
るという熱戦が繰り広げられ
た。
優 勝：ＳＨガールズ
準優勝：大門ＦＣなでしこ瀬谷
第３位：緑ピクシーズ
第４位：金沢ガールズ

行った。参加チームは、新型
コロナウイルス感染防止ガイ
ドラインを遵守し、今年初の
サッカー試合を楽しんだ。

まだまだ新型コ
ロナウイルス感染
症が続くなか今年
も、Ｊリーグが開
幕。そして大相撲
春場所、選抜高校
野球、プロ野球と
次々に開幕、スポーツ好きに
は楽しい季節の到来となった
２０２１年度の協会事業も
中止にすることもなく、計画
された事業はほぼ無事に終え
ることができた。この４月か
ら２０２２年 度の事 業がス
タートする。スポーツは、競
技者はもちろん観戦する者に
力を与えてくれる 今年は、
横浜サッカー協会が創立して
周年の節目の年である。記
念式典などを実施する予定は
していないとするが、創立
周年を記念し、あらためて横
浜サッカー協 会の存 在をア
ピールするための記念事業を
行うこととしている 記念事
業と言えば昨年、
日本サッカー
協会が創立１００周年を迎え
たのを記念して、
我が国のサッ
カー普及、発展に貢献した個
人、団体に対して感謝状、ま
た功労賞を授与している。そ
の中に、横浜ではＹＣ＆ＡＣ
が功労賞を受賞している。日
本で最も古い対抗戦や初の国
際試合を開催した歴史のある
クラブである 長い歴史が礎
となって事業が発展してきてい
る。創立 周年を機にインパ
クトがあり、将来に結びつく
記念事業を望みたい。 （Ｔ）

90
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会から『功労賞』を受賞した。これは、日本
サッカー協会が創立１００周年を迎えたこと
を記念して各地域での活動を含めて日本サッ
カー界において永年にわたり普及や発展に貢
献した個人、団体に対して与えたもの。
ＹＣ＆ＡＣは、わが国で最初にできたス
ポーツクラブであり、１８８６年 月にクラ
ブとしてサッカー競技を開始。１８８８年３
月、神戸リガッタ・アンド・アスレチック・
俱楽部との間でインターポートマッチが開催
されている。これが日本で最も古いサッカー
の対抗戦と位置づけられている。そして１９
０４年２月６日、東京高等師範学校（現：筑
波大学蹴球部）と日本初のサッカーの国際試
合を開催している。
ＹＣ＆ＡＣのこうした活動の歴史は、横浜
サッカーの礎でもあり、普及、発展に貢献し
てきている。

90

ハーフタイム

90

47

創立 周年事業を実施

日本サッカー協会が授与

21

『功労賞』の盾を掲げるＹＣ＆ＡＣ理事長・笠間知志氏
（左）と理事、サッカーキャプテン・カールピレス氏（右）

23

ＹＣ＆ＡＣに
『功労賞』

27

90

第47回横浜少年サッカー大会市長杯

横浜ジュニ
ることになるため、約４００
石田蓮太郎
オールＳＣ
横浜サッカー協会臨時総会
万円の予算を計上して横浜
僕達が市長杯で意識した事
（一社）横浜サッカー協会 計画＝別掲②２０２２年度収 サッカー協会の存在をアピー
二つありました。それは、
は、３月 日に２０２１年度 支予算について原案どおり可 ルする記念事業を行うことと は、
ボールを奪いに行く時、前線
臨時会員総会を行い書面表決 決した。
している。
横浜サッカー協会は、２０
から厳しく粘り強く相手にプ
により、①２０２２年度事業
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 レッシャーをかけていく事で
Jリーグの開幕が早まり、 す。それで高い位置でボール
当初予定していた横浜市民大 を奪いゴールに繋がる事もあ
会の決勝戦が１週間前倒しに
なり２月 日、ニッパツ三ツ
沢球技場で行われた。
決勝戦は、冷たい雨の中で
の試合となったが、間もなく
開幕を迎えるピッチコンディ
ションは最高の状態であった。
そのピッチに負けない白熱し
た試合を展開したのは、今年
度初参加のＹｏｋｏｈａｍａ
Ｐｕｅｎｔｅと昨年度惜しく
も準優勝で終えたＪＦＣ Ｆ
ＵＴＵＲＯ。均衡した試合で
このままＰＫ戦かと気をもみ
だしたところ、ＦＵＴＵＲＯ
が先制点を挙げ、さらに追加
点を取って結果、２ ︱０でＪ
ＹＣ＆ＡＣ（横浜カントリー・アンド・ア
ＦＣ ＦＵＴＵＲＯが昨年の
雪辱を晴らし、
初優勝に輝いた。 スレティック・クラブ）は、日本サッカー協

13

ＳＨガールズ

優勝

90

横浜ジュニオールSC
少年の部優勝

2021年度
2021
年度 横浜市民大会

横浜ジュニオールＳＣ
緑ピクシーズ（少女の部）
優勝
24
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健闘した横浜少女トレセンのメンバー
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横浜トレセンが健闘

ズ
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２月 日の の部では朝か 定づけた。
の部【優勝】Ｙサッカー、
ら曇りの日で３位決定戦では
【準優勝】Ｊクラブ、
【３位】
結果はつぎのとおり。
開始直後から小雨となる中、
の部【優勝】横浜シニア、 横浜シニア、ｄｆｂ
翠嵐クラブが前半に得た１ 【準優勝】神奈川高麗ＦＣ、
の部【優勝】横浜ＯＢ、【準
ゴールで勝利した。決勝開始 【３位】日大高ＯＢ、緑ヶ丘 優勝】ｄｆｂ、
【３位】翠嵐
時は本格的に雨足が強まる クラブ
クラブ
中、横浜ＯＢのＧＫが濡れた
ボールの処理を誤り、ｄｆｂ
のゴールインで前半を終了。
後半に入り横浜ＯＢに好機が
多くなり、２得点連取で逆転
第６回
とした後、さらに終了５分前
横浜招待少女サッカー大会
には３得点目を掲げ試合を決

ミ

１得点の合計３対０でＹサッ
カーが勝利した。 の部決勝
では立ち上がりから横浜シニ
アのボール支配率が高く神奈
川高麗ＦＣのゴールを脅かし
ており前半 分過ぎから 分
の間に３点をゴールし試合主
導権を握る展開となった。後
半、神奈川高麗ＦＣも反撃に
出て互角に戦うが好機にゴー
ルできず無得点でタイムアッ
プとなり結果、３対０で横浜
シニアが優勝を決めた。

シ

恵まれたこの日、第一試合は
の部、第二試合に の部の
決勝が行われた。 の部では
前半からＹサッカーのペース
で進み、前半２得点・後半、

浜
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の選抜を横浜に招待して行わ り神奈川県内チームを ブ
ロックに分けて予選が始ま
れる。
今年の大会はコロナウイル り、２月６日より予選を勝ち
ス感染再拡大により辞退チー 抜いた チームによる中央大
ムがあり、参加 チームを予 会が行われた。
２月 日、横浜スタジアム
定していたが横浜近隣９チー
ムが参加。９チームよる総当 で雨の中行われた決勝戦・３
たりのリーグ戦を２日間で 位決定戦には高学年、低学年
行った。９チームのリーグ戦 ともに横浜勢が進出。低学年
ということで１試合の勝敗、 は、バディーＳＣが川崎フロ
得失点により順位が変動、２ ンターレＵ を制し優勝。高
横浜勢同士の決勝戦、
日目は緊張した接戦となった。 学年は、
ＪＦＣ・ＦＵＴＵＲＯが前半
早々に先制点するも後半ＳＣ
Ｈ・ＦＣが終了間際に追いつ
き延長戦にもつれ込み逆転で
ＳＣＨ・ＦＣが優勝した。

横

40

優勝

〈リーグ戦結果〉
１位 川崎ＴＣ―Ａ
２位 横浜少女ＴＣ―Ａ
３位 横浜少女ＴＣ―Ｂ
４位 相模原市少女ＴＣ―Ａ
５位 県央ＧＬ選抜
６位 横浜少女ＴＣ―Ｕ
７位 川崎ＴＣ―Ｂ
８位 相模原市少女ＴＣ―Ｂ
９位 大和リトルなでしこ

㈱

50

高、低学年共に
横浜勢が上位に

神 奈 川 新 聞 社

一

横浜シニア

高学年
優勝 ＳＣＨ・ＦＣ
２位 ＪＦＣ・ＦＵＴＵＲＯ
３位 藤沢ＦＣ
４位 横浜Ｆマリノス
低学年
優勝 バディーＳＣ
２位 川崎フロンターレＵ
３位 ＳＣＨ・ＦＣ
４位 ダビデＦＣ

横浜マリノス㈱

員

４０の部優勝



会
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神奈川県少年少女大会

人

13

日産カップ争奪第 回神奈
川県少年少女サッカー選手権
大会は、令和４年１月９日よ

法

12

第６回横浜招
待少女サッカー
大会は、令和４
年１月 日、１
月 日、しんよ
こフットボール
パーク、横浜ス
タジアムにて開
催。同大会は、
横浜少女サッ
カーの育成と普
及、
「 少女サッ
カーの輪をひろ
げよう」を目的
としている。神
奈川県内の少女
選抜や関東近県

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４年度YFAスーパーキッズ大会
令和４年６月２５日（土）
、１０月１日（土）
、令和５年２月２５日（土）３回
⑵ 第２５回横浜市１８区選抜少年サッカー大会（横浜Ｆ・マリノス杯）
令和４年４月２日（土）
、４月３日（日）
、４月１０日（日）３日間
⑶ 第６回横浜市１８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４年７月２日（土）
、３日（日）
、１０日（日）３日間
⑷ 第４８回横浜少年サッカー大会市長杯
令和５年１月７日（土）～３月５日（日）
⑸ 第４９回横浜市春季少年サッカー大会
令和４年４月１０日（日）～６月２６日（日）
⑹ 第５４回横浜国際チビッ子サッカー大会
令和４年９月１１日（日）～１１月２７日（日）
⑺ 第１８回横浜市１８区代表Ｕ１１サッカー大会（第３回タカナシカップ）
令和４年１０月３０日（日）
、１１月３日（木／祝）
⑻ 第５７回市長旗争奪ジュニアサッカー大会
令和４年４月１日（金）～６月１９日（日）
⑼ ２０２２ YFAフェスティバル
〈サマーフェスティバル〉
令和４年７月または８月 ２日間
〈ウィンターフェスティバル〉
令和４年１２月または令和５年１月
⑽ 第９回すずらん少女サッカー大会
令和４年１１月３日（木／祝）
⑾ 第３０回カトレア杯少女サッカー大会
令和４年９月２３日（金／祝）
、２４日（土）
⑿ 第３３回横浜少女サッカー大会
令和５年３月２５日（土）
、２６日（日）
⒀ 第２回Ｕ―１４ガールズカップ ２０２２
〈ウィンターカップ〉
令和４年１２月２５日（日）
〈スプリングカップ〉
令和５年２月２５日（土）
⒁ ２０２２年度レディース大会
〈２０２２年度レディースリーグ（Ｕ―１５／Ｕ―１８／一般）
〉
令和４年４月１０日（日）～令和５年１月２２日（日）
〈第１回 YFAなでしこウインターフェスタ ２０２２〉
⒂ ２０２２年度 横浜市民リーグ 社会人の部
令和４年５月～令和５年３月
⒃ ２０２２年度 横浜市民大会 サッカー競技 一般の部
令和４年５月～令和５年３月
⒄ ２０２２年度市民マスターズサッカー大会
令和４年４月～令和５年３月
⒅ シニア新春サッカーフェスティバル
令和５年１月８日（日）
⒆ シニア親善交歓サッカー大会
令和４年４月～令和５年３月
⒇ ２０２２ YOKOHAMAビーチサッカーフェスタ
令和４年７月３０日（土）
、７月３１日（日）
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：９２ ４種：１７９ シニア：４９ 女子：９
ジュニアユース：２８ 中体連・Ｊ連盟チーム等：７
合計３６４チーム
⑵ 個人登録費 （４種のみ対象）
登録数
８,333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級コーチ養成講習会）
令和４年１２月１０日（土）
、１１日（日）
⑵ 審判員の実技研修会
令和４年予定（３日間）
⑶ 指導養成 基調講演会
令和４年１１月以降
⑷ 審判員の観戦研修会
２０２２年度 市民大会決勝戦（予定）
⑸ ４級審判員の強化育成事業（３級審判員推薦事業）
令和４年４月～１１月（８ヶ月で２名を推薦）
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 ゴールキーパー指導者講習会
令和５年２月２５日（土）
⑵ トレセン事業（少年／少女／ジュニアユース／中体連）
令和４年６月～令和５年３月
⑶ ジュニア競技力向上事業
令和４年４月～１２月
⑷ 第４７回神奈川県選抜少年サッカー大会への参加
令和４年１２月１０日（土）
、１１日（日）
、１８日（日）
⑸ 第４２回神奈川県チャンピオンシップＵ―１２への参加
令和４年７月２日（土）
、３日（日）
、１０日（日）
⑹ 第１４回神奈川県チャンピオンシップＵ―１０への参加
令和４年７月２日（土）
、３日（日）
、１０日（日）
⑺ 第２０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４年１２月３日（土）
、４日（日）
⑻ 第１３回神奈川県地域交流大会への参加
令和４年９月
⑼ 第１７回神奈川県地域対抗サッカー大会への参加
令和４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／回 発行時期
年３回
⑵ 新春サッカーフェスティバルの開催
令和５年１月９日（月／祝）
⑶ シニア・レディースサッカースクール
令和４年４月２４日、５月２２日、６月２６日、７月２４日、９月２５日、１０月２３日の
日曜日
計６回
⑷ 生涯スポーツ教室（オールドボーイ）
令和４年４月～令和５年３月
昼間開催
年間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６１回日朝親善サッカー大会
令和４年１０月２２日（土）
・２３日（日）
⑵ 日韓ジュニアサッカー交流大会
８月予定
⑶ 日韓シニア交流大会
令和４年７月１６日（土）～１８日（月／祝）
⑷ 横浜招待少年サッカー大会
令和４年１２月３日（土）
、４日（日）
⑸ 横浜招待少女サッカー大会
令和５年１月２８日（土）
、２９日（日）
⑹ 横浜招待シニアサッカー大会
令和５年３月１８日（土）
、１９日（日）
⑺ シニア地域交流大会
令和５年３月（日時未定）
⑻ ねんりんピック
令和４年１１月１３日（日）
、１４日（月）本大会
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４年４月～令和５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４年４月～令和５年３月
対象
Ｊリーグ・Ｊリーグカップ・天皇杯・国際試合・
関東大学サッカーリーグ・なでしこリーグ、JFA Ｕ―１８プレミアリーグ、
ハマふれんどフットサル大会およびその他各種大会等の運営受託
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４年４月１日～令和５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

シニアマスターズ大会

横浜市民マスターズ大会の
決勝は２月 日と 日にニッ
パツ三ツ沢球技場で開催され
た。
日は、晴天絶好の天候に
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