第 回横浜市春季少年サッ
カー大会は、各カテゴリとも

内田 渉会長ら再選
新役員決まる
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第54回 横浜国際チビッ子サッカー大会
９月11日（日）から 市内各グラウンド
第61回 日朝親善サッカー大会
10月22日（土）、23日（日） 三ツ沢陸上
カテゴリーごとの対戦
第3回 タカナシカップ
10月30日（日）、11月３日（祝）
しんよこフットボールパーク

ムメイトのみんなが駆け寄っ
てきてくれて嬉しかったで
す。その時の気持ちは、「サッ
カーの神様が付いてきてくれ
たんだな～」と思いました。
その他にキャプテンとして仲
間が苦しい時や、落ち込んで
いる時こそ積極的に励ましの
声を掛けてチームを盛り上げ
るよう意識しました。今回の
横浜市大会で優勝できたこと
は全国に繋がる第一歩なの
で、日々努力して目標である
日本一を掴み取りたいです。

チームのリズムを

Ｕ ・バディーSC 徳武 魁



優 勝
準優勝
３ 位
４ 位

神奈川区選抜
鶴見区選抜
青葉区選抜
栄区選抜

神奈川区選抜 ２ ︱１ 鶴見区選抜

たえのある好ゲームで毎年レ
ベルが上がっているように思
われる。三位決定戦、決勝戦
は７月３日、しんよこフット
ボールパークに会場を移して
行われた。前回優勝の青葉区
選抜をＰＫ戦の末破った神奈
川区選抜がその勢いのまま鶴
見区選抜を１点差で制して優
勝した。
大会結果は次のとおり
３位決定戦
青葉区選抜 ６ ︱３ 栄区選抜
決勝戦

ぼくは、トーナメントの最
初のころはぎゃくサイドをみ
ることができませんでした。
けれど、決勝戦では意識する
ことができたので、よいパス
やぎゃくサイドにてん開する
ことができました。ぼくは、
相手の特ちょうを知って試合
中にどうやってくずしていく
のかを考えたり、チームのリ
ズムを作っていきたいです。
チームとしての課題は、もっ
と落ちついてボールをつない
で、ゴール前のミスをなくす
ことです。市大会での失敗や
学んだことをいかして次の県

10

10

12

〃

じて心身の健全を目的とし、
また、サッカーのレベルアッ
プを目指す第 回
横浜市区選抜少年
サッカー大会（マ
リノス杯）は、３
チーム６ブロック
に分けて６月 日
に予選リーグが市
内各会場にて行わ
れた。各ブロック
１位チームと全６
ブロック２位の上
位チームが決勝
トーナメントに進
出。トーナメント
はどの試合も見ご

行われた。昨年度は、近隣地 トーナメントが行われた。コ
横浜ジュニ
集中を切らさず
青葉ＦＣ １ ︱１
域ブロックで予選リーグを ロナウイルス感染症拡大で、
オール
横浜ウインズ 川柳 希愛
行ったが３年ぶりに例年通り しばらくトーナメントが無
ＰＫ１ ︱ ０
の、
抽選でのブロック分けで、 かったカテゴリーだったが、 【チャンピオンシップ出場権】
横浜ウインズは得点が少な
感染防止ガイドラインに基づ 久々の決勝トーナメントは、 ＫＡＺＵ・ＳＣ ＪＦＣ Ｆ いけど無敗で予選リーグを通
いて市内各会場にて予選リー 横浜すみれＳＣとバディーＳ ＵＴＵＲＯ
過しました。決勝トーナメン
Ｃによる決勝戦は、バディー 【Ｕ 】
グが行われた。
トでは、コーチからポジショ
少女の部は参加 チームで ＳＣの優勝で幕を閉じた。Ｕ 決勝戦
ン間の動きの確認と、正確な
予選リーグを行い、上位４ ８はこれからも成長が楽しみ バディー
あざみ野
パスをし、確実に点を取ろう
１ ︱０
チームが決勝トーナメントへ である。
ＳＣ
ＦＣ
と話がありました。１試合目
Ｕ 、Ｕ は、決勝トーナ ３位決定戦
進む大会方式。激戦を勝ち抜
は右サイドからの攻めを主に
いてきた横浜ジュニオール対 メントで上位６チームまで第 ＳＣＨ・
ゴールまでボールを繋いでい
４ ︱０ 太尾ＦＣ
回神奈川県チャンピオン ＦＣ
金沢ガールズ、そして緑ピク
きました。最後の試合では攻
シーズ対横浜ウインズによる シップ大会への出場権が与え 【チャンピオンシップ出場権】 められている時間が多かった
準決勝戦は、ＰＫ戦や１点差 られるために特に熱戦が繰り 黒滝ＳＣ 横浜ジュニオール ですが、みんな集中力を切ら
の接戦で勝ち抜いた金沢ガー 広げられた。
さずに粘り強く守り抜きまし
Ｕ カテゴリーは、ＪＦＡ 第 回神奈川県
ルズと横浜ウインズによる決
た。残念ながら決勝トーナメ
勝戦は、お互い譲らず無得点 Ｕ のSリーグ参入戦も兼ね チャンピオンシップ大会 ントは２試合ともＰＫ戦に
の末、ＰＫ合戦をものにした ているため、更に熱い試合で
なってしまいましたが気持ち
大会結果
力が入っていた。
横浜ウインズが優勝した。
を切り替えて臨み、２つとも
Ｕ８は、予選リーグ上位
勝利し優勝できた時はとても
【Ｕ 】関東大会出場
大会結果
チーム チームによる決勝
嬉しかったです。
優 勝 バディーＳＣ
【少女の部】
準優勝 あざみ野ＦＣ
励ましの声かけ
決勝戦
３ 位 足柄ＦＣ
Ｕ ・バディーSC 関屋 陽笙
横浜
金沢
０ ︱０
ウインズ
ガールズ
僕が印象に残った試合は大
【Ｕ 】
豆戸FC戦です。同点になっ
優 勝 バディーＳＣ
ＰＫ３ ︱ ２
た時、必ず点を決めてやると
準優勝 横浜すみれＳＣ
３位決定戦
いう気持ちでシュートチャン
ＳＦＡＴ
緑ピシー
横浜ジュニ
３ 位
２ ︱１
スをうかがっていました。仲
ＩＳＥＨＡＲＡ
ズ
オール
間が繋いだパスが僕まで届
３ 位
足柄ＦＣ
【Ｕ８】
き、シュートを決めることが
決勝戦
できました。その瞬間にチー
バディー
横浜すみれ
４ ︱０
ＳＣ
ＳＣ
３位決定戦
神奈川区選抜が優勝
しらとり
横浜かもめ
３ ︱３
第第 回 横 浜 市 区 選 抜 大 会 （ マ リ ノ ス 杯 ）
台ＳＣ
ＳＣ
ＰＫ４ ︱ ３
市内 区から選抜された区
【Ｕ 】
代表チームが、サッカーを通
決勝戦
バディー
横浜すみれ
２ ︱０
ＳＣ
ＳＣ
３位決定戦
11
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今総会で役員が任期満了と
なるため役員改選が行われ
た。新たな役員は次の通り。
会
長
内田
渉
副会長
加藤 範義
専務理事
鈴木 栄一

大会でも優勝を目指してチー
ム全員で頑張ります。

日々の努力を

Ｕ８・バディーSC 矢内 一輝

ぼくは、はじめての春き大
会でした。大会がはじまる前
から自分が、チームのために
ははしること、ゴールをきめ
ることを目ひょうにしていま
した。そして、し大会では、
ボールをうけたらシュートを
うてるじょうきょうをつくり
ました。この大会をとおして
自分のいいところや、わるい
ところをしれた大会でした。
春き大会での学びや、チーム
にとってのあたらしい目ひょ
うをたっせいできるように、
日びのど力でつみ上げていき
たいです。ぼくは、それがで
きるようにがんばっていきた
いと思います。そして、あき
の大会もかんぜんゆうしょう
します。

新型コロナウイ
ルスの発症から３
度目となる今年の
夏は、治まりかけ
たかに思われた感
染者数が此処にき
てオミクロン亜種
「BA・５」による感染が急
激に増えており注意が必要な
状況です 感染予防対策と
共にこの猛暑の時期は熱中症
にも気の抜けないところで
す。本格的な夏場のスポーツ
活動等に向け熱中症の危険が
高まる前に、暑熱順化を無理
のない範囲ですすめることが
大切ですが既に猛暑日が続い
ておりますので注意しましょ
う。個人差はありますが、暑
熱順化するには数日から２週
間程度かかるようです。余裕
をもって暑熱順化の準備を始
め、暑さに備えましょう 夏
の暑さに耐える体力回復には
クエン酸の摂取が効果あると
言われています。スポーツド
リンクや麦茶などを適時飲料
しましょう。
（Ｔ･Ｍ）

ハーフタイム

女子の部 優勝 横浜ウインズ
第49回 春季少年サッカー大会

（一社）横浜サッカー協会
は６月 日、２０２２年度定
時総会を開催した。
同総会で、
①２０２１年度事業報告②２
０２１年度決算関連について
審議し、原案通り可決した。
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メダルを掲げ、よろこびの神奈川区選抜
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バディーSCが全カテゴリ制覇
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Ｆ ス タ ジ オ がが初 優 勝
市長旗争奪サッカー大会（Ｕ

令和４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 日に玄海田
公園で決勝戦が行われた。決
勝戦はＦスタジオ対ＪＦＣ Ｆ
ＵＴＵＲＯのクラブチーム同

）

士の戦いとなり１対０でＦス
タジオがＪＦＣ ＦＵＴＵＲ
Ｏに熱戦で制し、
初優勝した。
同大会は、４月１日より始
まり中体連（１５４校）とク
ラブチーム（ チーム）がそ
れぞれ予選
を行い、８
チームずつ
本戦出場を
決定した。

トーナメント方式の本戦
は、中体連代表８校のうち大
綱中学校が検討し１校だけが
２回戦まで進んだが優勝チー
ムのＦスタジオに３対２と惜
しくも敗退した。
優 勝 Ｆスタジオ
準優勝 ＪＦＣ ＦＵＴＵＲＯ
第３位 ＫＡＺＵ ＳＣ
大豆戸ＦＣ

チーム全員が一丸で
Fスタジオ 有川啓介
チーム全員が一丸となって
戦い、この歴史ある市長旗杯

創立 周年

一般社団法人
横浜サッカー協会

仲間である在日朝鮮人から数
個のサッカーボールが寄贈さ
れたことから１９６２年に第
１回日朝親善サッカー大会が
開催され、途切れることなく
毎年開催されている。

で優勝できて嬉しいです。苦
しい試合もありましたが、自
分たちのプレーをしっかやり
切り、
勝つことができました。

サッカーゲームを楽しむ

２０２２ＹＦＡスーパーキッ
ズゲームサッカーフェスティ
バルＧｏａｌ が、６月 日
にしんよこフットボールパー
クにおいて開催された。この
キッズサッカーは、加盟団体
及び園児（幼児）の技術向上

と心身の健全育成の助長を図
ることを目的とし、またゲー
ムを通して、より多くの子ど
もたちが楽しみを味わえる機
会を提供するために行われて
いる。２０２０年、２０２１
年は新型コロナウイルス感染

チーム
スーパーキッズサッカー
が参加

リーグ優勝チームの表彰も行
われた。
今年度は土曜日に活動でき
るチームが増えたようで、
土・
日・祝の参加チームが例年に
なく多くなった。これもコロ
ナの影響なのだろうか？
２０２１年度市民リーグ優勝
１Ａ・ＦＣソシオス、１Ｂ・
Ｃｌｕｂ ＡＴＬＥＴＩＣＯ
ＵＭＯＪＡ、１Ｃ・かながわ
クラブ、１Ｄ・ＹＳＣＣ、２
Ａ・今宿・ＶＥＬＨＯ ＳＯ
ＣＩＥＴＹ、２Ｂ・ＤＡＮＧ
ＥＲ、２Ｃ・リコーサッカー
部、３Ａ・ＬＯＴＲＳ ＹＯ
５月 日、関内ホール小 ＫＯＨＡＭＡ、３Ｂ・ＦＣ
ホールにて２０２２年度社会 ＬＡＮＤＳ、３Ｃ・ＦＣ Ｃ
人委員会登録総会が行われた。 ｕｒｉｏｌａｓｏ。
例年同様、昨年度の市民

トレーニングを積んできたこ
とが結果となったことで自信
につながりました。来年も２
連覇を目指します。

生を中心とした選抜サッカー
チームが上海市、北京市に行
政レベルでのスポーツ交流と
して訪問している。また、そ
の年に横浜在住の少年サッ
カーチームを招いて第１回横
浜国際チビッ子サッカー大会
の開催。１９８９年には市政
１００周年、開港１３０周年
を記念して、横浜が姉妹都市

防止のため中止となっていた。
今回は、 団体 チーム４
２２名が参加。一つのボール
を蹴り、
そして追いかけ、
ゴー
ルを目指して元気いっぱいに
サッカーを楽しんでいた。
スーパーキッズサッカー
は、 月１日（土）
、２月
日（土）に開催予定。

月

日〜

日

横浜でサッカー競技

全国健康福祉祭・
ねんりんピック

ねんりんピックの愛称で毎
年行われている全国健康福祉
祭が 月 日（土）から 日
（火）まで神奈川県で開催され
る。主に 歳以上の高齢者を
中心とする国民の健康保持・
増進、社会参加、生きがいの
高揚等を目的にスポーツや文
化種目の交流大会をはじめ健
康や福祉に関する多彩なイベ
ントが行われる。
横浜市では、
７年には文部科学省より「生 サッカー競技が行われ、選抜
涯スポーツ優良団体」を受賞 チームの参加と運営を行う。
した。
横浜サッカー協会の歴史を
見ると常に時代のニーズに対
応したサッカー文化の担い手
であったといえる。創立 周
年を機にさらなる横浜サッ
カーの発展に結びつくサッ
カー文化の発信が期待される。

25

15

㈲ フ リ ー ス タ イ ル

横浜食品開発㈱

横浜サッカー協会は今年、創立 周年を迎えた。記念式
典等は実施しないとしているが、委員会ごとに記念事業の
実施について検討している。広報委員会＝機関誌Ｂｒｅｅ
ｚｅ＝では未来へつながる新たな歩みを期待し、横浜サッ
カーの 年の歴史を振り返ってみた。

〝サッカー文化〟
を発信

41

㈱ 横 浜 ア ー チ ス ト

41

43

る。こうしたＹＣ＆Ａ
Ｃの活動が横浜のサッ
カーの発展にも貢献し
ている。
１９９３年のＪリー
グの開幕、そして２０
０２年ＦＩＦＡワール
ドカップ日韓大会の開
催とともに横浜にサッ
カー熱が盛り上がって
きた。横浜サッ
カー協会の加盟
チーム数も増え、
各カテゴリーで
のサッカー大会
の開催など、事
業の拡充ととも
に協会機構の充
実をはかり、２
０１２年には法人格を
取得し、一般社団法人
横浜サッカー協会へ移
行した。
少年や少女、
社会人、
シニアと多くの市民が
サッカーを楽しめる横
浜のサッカースタイル
が評価されて、２０１
意義を持つ。我が国で最初に
できたスポーツクラブであり、
１８８８年に神戸のスポーツ
クラブと行った試合が日本で
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
１９０４年に東京高等師範学
校（現筑波大学蹴球部）と、
日本初の国際試合を行ってい

15

神 奈 川 新 聞 社

2022年度
社会人委員会登録総会

戦後の復興から高度経済成 の提携を結んでいる７都市の
長に向かう時代となり、１９ 少年サッカーチームを招き
６４年東京オリンピックの開 「横浜友好都市国際少年サッ
催、日本リーグの発足もサッ カー大会」を開催。さらに、
カーの発展への大きなファク 翌年の１９９０年には横浜か
ら４姉妹都市に少年サッカー
ターともいえる。
国際港都、横浜ならではの チームを派遣し、親善大使の
大会も行われてきている。１ 役割も担っている。
横浜のサッカーの歴史の中
９６６年には、まだ国交のな
かった中国に横浜市立の高校 でＹＣ＆ＡＣの存在も大きな

38

12

60

J F E 東日本ジーエス㈱

25
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10

横浜マリノス㈱

28

禁止されてしまった。
戦後、１９４６年に横浜蹴
球協会が復活。翌年の１９４
７年には「第１回秋季市民蹴
球大会」を開催。平和の訪れ
とともに国内においてスポー
ツ振興が行われ各種大会が開
催されるようになってきた。
１９５０年には保土ヶ谷公園
内に日本で初めての全面芝の
蹴球場が完成。横浜のサッ
カー発展の礎ともいえる。
市民スポーツの振興ととも
にサッカーも普及しだしたと
はいえ、
まだ物資の乏しい時。
また、国際社会も東西対立の
冷戦状態という厳しい社会環
境のなか、かつてのサッカー

日韓親善ジュニアサッカー大会（ニッパツ三ツ沢球技場）
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15

１９３２年（昭和７年）
、
横浜ア式蹴球協会が設立され
た。当時横浜では、旧制中学
校にサッカーが広まりはじ
め、大会が行われるように
なってきた。その年に、横高
工専（ 現横浜国立大学工学
部）
、横高商専（現横浜国立
大学経済学部）
、横高専（現
神奈川大学）
、
市立横商専（現
横浜市立大学）
、横浜高専Ｏ
Ｂ、関東学院ＯＢが参加して
市民ア式蹴球大会を開催した。
その後、横浜はじめ神奈川
県下でサッカーが広まりつつ
あるなか、第二次世界大戦が
はじまり、そして太平洋戦争
によって学生スポーツ大会が
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第50回日朝親善サッカー大会（ニッパツ三ツ沢球技場）
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