
一般社団法人 京都府サッカー協会
会長　辻　淺夫

　一般社団法人京都府サッカ
ー協会会報誌を創刊するにあ

たり、一言ご挨拶を申し上げます。最初に、本協会が
京都府山田知事から「一般社団法人」として認可を受
け、平成25年4月1日に法人移行登記が完了、新たに
スタートしたことをご報告いたします。
　本年度、協会では「サッカー仲間にサッカーを『す
る・観る・支える・語る』喜びを提供し、国内外のサ
ッカーを愛する仲間と交流の輪を拡げる」をモットー
に活動しています。重点施策は（1）サッカーを通じ
て交流の輪を拡げ、サッカーファミリーを拡大（2）
キッズから4種、3種、2種まで連携して選手を育成
（3）Jクラブ（京都サンガFC）との協力体制を強化
し、サッカーの普及および発展を推進（4）サッカー
施設の充実（5）協会のガバナンスを強化　です。
　これらの施策を実現し、更に地域のスポーツを活性
化させるためには情報の共有化と開示が重要であると
考えます。サッカーファミリーの皆様をはじめ、スポ
ーツ関係者、行政機関の方々とのコミュニケーション
のツールとして、また対外的な透明性を高め、社会か
ら信頼される協会になるための一助として会報誌「絆
サッカー京都」を創刊する次第であります。
　今後とも本協会にご支援・ご指導を賜りますことを
お願いし、創刊のご挨拶と致します。

　当協会事務所を５月２日に、新町三条下ルの「くろちく
六角ビル４階」に移転しました。京都のサッカーもみなさ
んの努力で活性化しています。事務の量、質ともにアップ
し、以前の事務所が手狭になったためです。新事務所は
約100平方メートルあり、室内は「サムライブルー」で統
一。ちょっとした打ち合わせができるスペースも確保しま
した。詳しい住所などは会報題字の横に掲載しています。

　府内には市町単位のサッカー協会が13あり、それぞれ
地域に根ざした活動をしています。当協会では「サッカ
ーファミリー」を増やすためにも会長、副会長、専務理
事が市町協会に出向き、意見交換などを進めています。
同じサッカー人として、楽しく、しかも安全に試合をし
たり、交流を深めるという願いは共通でしょう。市町協
会が持つ課題やアイディア、当協会の活動方針が、いい
パスになるように願っています。

　当協会の一般社団法人移行を記念し、京都のサッカー
界の結束を一層強くしようと、ネクタイとスカーフをつ
くりました。シルクの西陣織で、ブルーを基調にしたシ
ックな色合いです。図柄はゴールネットをイメージしま
した。ネクタイ4000円、スカーフ3500円（いずれもピ
ンバッジ付き）です。

　平成24年度協会優秀賞表彰
式が8月25日、京都ＦＡカッ
プの決勝に先立って行われま
した。受賞団体、選手は次の
通りです。（敬称略）
　▽優秀表彰・団体　佐川印
刷ＳＣ（国体優勝）、京都橘

高校（全国高校サッカー選手権準優勝）▽京都精華女子高
校（全日本高校女子サッカー選手権３位）▽おいでやす京
都（全国レディースサッカー大会準優勝）▽同・個人　久
保裕也、杉本大地（以上京都サンガF.C.、Ｕ─19日本代
表）、田村亮介（京都サンガＵ18、Ｕ─18日本代表）、
仙頭啓矢、小屋松知哉（以上京都橘高校、日本高校選抜）
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ご　挨　拶

京都精華女子高校　14─１　Ｓｍｉｌｅセレソン

佐川印刷ＳＣ　２─０　ＭＩＯびわこ滋賀

洛北高校　１─０　東山高校

洛北高校　３─０　今治西高校

鹿児島城西高校　１─０　洛北高校

京都　２─０　兵庫

賢明学院中学　３─１　修学院中学

桐蔭学園中学　２─０　修学院中学

フォレスト　３─０　太秦Ａ

京都精華女子高校　11─０　京都橘高校
（京都精華女子は近畿大会で敗退）

京都サンガFC　４─０　佐川印刷SC

公益財団法人 日本サッカー協会
会長　大仁　邦彌

　京都府サッカー協会の会報誌創刊、
おめでとうございます。私どもは「夢があるから強くな
る」をキーワードにサッカーの普及と強化、地域スポー
ツ振興に取り組んでいます。スポーツが社会や人に与え
る影響は大変、大きくなってきており、それに携わる者
として、気概と責任を持って邁進することが求められま
す。そういう意味でも、会報誌やホームページを通じて
組織の取り組みや考えを広く社会に知っていただくこと
は非常に重要なことだと思います。
　会報誌が京都のサッカーファミリー拡大、地域スポ
ーツ振興を担う一翼となることを願っています。



高円宮杯を強化の場に
　第２種は男子高校生年代のチームです。加盟82チ
ームで、そのうち高体連所属が79、京都サンガＵ－
18を含むクラブチームが３です。平成24年度の全国
高校選手権で京都橘高校が準優勝し、プレミアリーグ
ＷＥＳＴでは京都サンガＵ－18が５位でした。
　主な大会は全国高校選手権、インターハイ、国体、
日本クラブユースサッカー選手権(Ｕ－18)、そして、
高円宮杯Ｕ－18リーグなどがあります。特に、高円
宮杯はプレミアリーグを頂点に、関西など地域リー
グ、都道府県リーグのピラミッド型で、年間を通じた
リーグ戦を実施しています。平成25年度は京都サン
ガＵ―18がプレミアリーグＷＥＳＴに、東山高校、
京都橘高校、洛北高校、久御山高校が関西プリンスリ
ーグ１部に、京都両洋高校が同２部に所属していま
す。また、京都府内では１部10チーム、２部20チー
ム、３部約80チーム（１校複数チームも）が試合を
通して選手育成、チーム強化に励んでいます。

サッカーを通して人間形成も
　平成25年度は中体連の102クラブ、クラブユース
連盟の28クラブで活動しています。大会やトレセン
への参加に加えて、中体連・クラブユース連盟の実戦
経験を積む環境として「京都高円宮杯Ｕ15サッカー
リーグ」を開いています。１部・２部・３部に分か

れ、プレーの質と量を高めようと各指導者が熱意を持
って取り組んでいます。
　また、京都招待中学サッカー大会は今年で32回目
を迎えます。毎年12月25日～27日の３日間、全国の
選抜・トレセンチームを招き、京都の各トレセンチー
ムを合わせて３年生20チーム、２年生15チームが出
場します。互いの技術を高め合い、交流を深めていま
す。また、一昨年より福島県トレセンチームを招待
し、震災復興支援にも繋げています。
　３種年代はサッカー選手としての土台作りや、ひと
りの人間として成長できる大切な時期です。中体連と
クラブユース連盟が互いの利点を生かし、弱点を補い
ながら関係者一同、「プレイヤーズファースト！」を
合言葉に活動しています。

社会人は年間1000試合
　１種社会人で組織する京都フットボール連盟では、
毎年４月から翌年２月まで京都リーグを開催していま
す。１部から４部までと、シニアリーグがあり、全部
で234チームが所属、このうちトップの１部は11チ
ームです。年間800試合になり、試合会場の手配など
に苦労しています。リーグは今年で４８回を数え、間
もなく半世紀の歴史を重ねます。
　また、京都ではＪＦＬの1チーム、関西リーグの３
チームが活動中です。主な大会では京都ＦＡカップ京
都選手権の社会人代表決定戦、全国社会人と全国クラ
ブチームの各選手権京都大会、関西社会人連盟の各
種大会などを開催。京都リーグを含めて全体で年間
1000試合ほどになります。
　１種学生では、今年で63回目を迎えた京都学生選
手権があります。公式戦が少なかった時代から続き、
大学のレベルアップを図ってきました。大学のまち京
都らしく、京都学連登録の13大学が出場します。
　シニアは基本40歳以上からですが、その年代の境
目である35歳以上のブロック編成もあります。各年
代別関西大会 京都代表を決めるシニアピックアップ
マッチ、関西シニアリー
グ、シニアサッカーフェ
スティバル（高校OB交
流戦）などさまざまな大
会等を開催しています。
（写真は京都ＦＡカップの決
勝戦）

実績を残し、発展へ努力
　京都の女子サッカーは、ほぼ400人が登録していま
すが、まだまだ競技人口が多いとは言えません。しか
し、近年の「なでしこジャパン」の活躍により「サッ
カー大好きな女の子」が確実に増加し、発展途上で
す。京都には各年代・各地域に様々なチームがあり、
好成績をおさめています。昨年度はＳｍｉｌｅセレソ
ンがＵ12で、京都精華女子中学がＵ15関西大会で優
勝、さらに、京都精華女子高が全国高校選手権で３
位、おいでやす京都が全国レディースサッカー大会で
準優勝しています。
　好成績を残すと同時に、女子サッカーを発展させよ
うとする意識をみんなが強く持っています。

社会人リーグは40チーム以上
　社会人、学生、女子、少年のカテゴリーごとにリー

子どもの成長へ８人制採用
　４種委員会は、協会とともに日本スポーツ少年団に
登録した120チームで活動しています。サッカー競技
の振興、強化と少年の健全な心身育成を目的としてい
ます。
　大会では「８人制」を採用し、ピッチを大人用の半
分にして、自由にいつでも交代できるようにしまし
た。11人制と比べて、一人の選手がより多くボール
に触れることでプレー機会を増やし、いろいろなポジ
ションを体験できます。同時に、全ての選手が試合に
出られるようにしています。そのことで、練習で身に
つけた技術や戦術を試し、課題をみつけたりしながら
仲間と助け合い、成長することを期待しています。
　また、大会形式はリーグ戦を重視し、１チームが年
間に少なくとも６試合以上のゲームを経験できるよう
に考えています。マッチ・トレーニング・マッチ（Ｍ
ＴＭ）を繰り返す事で、よりテクニカルに個人技術、
個人戦術の資質向上を目指します。
　２年後の平成27年度から、全国大会の冬開催が決
まっているので、プロジェクトチームを作り、さまざ
まな角度から対応していきたいと思います。指導者の
育成、審判の充実、地域の見直しなど重要な課題に取
り組みます。

3種委員会 委員長＝長谷川　豊

女子委員会 委員長＝小竹　健一

フットサル 委員長＝稲垣　繁博

1種委員会 委員長＝坂岡　五郎

4種委員会 委員長＝森　健持

2種委員会 委員長＝湯浅　新太郎

委員会の活動状況
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グ戦とカップ戦を開催。また、選抜チームの派遣など
競技志向の選手のための事業を行っています。関西、
全国大会も目指すことができます。加えて、普及のた
めに親子で楽しめるファミリーフェスティバルを各地
で開催しています。ビーチサッカーも本年度から正式
に動き出しました。
　社会人のリーグ戦は40チーム以上が１、２、３部
に分かれ京都府内各地の体育館で楽しんでいます。

強化、育成、指導者養成が三本柱
　技術委員会は、主に『強化』『育成』『指導者養
成』に関する事業を行っており、京都サンガＦＣ、１
種、２種、３種、４種、女子、キッズの各種別技術委
員が役割を担っています。
　『強化』は国体チームに関する事業です。今年の東
京での本大会には成年男子と少年が近畿ブロック大会
を突破して出場。Ｕ－12の韓国遠征、Ｕ－13のスペ
イン遠征など海外遠征も行っています。
　『育成』はトレセン活動を中心としたユース育成
です。府トレセン（Ｕ－12～16各年代）、中体連
（京都市・山城／Ｕ－13～15）、クラブ（Ｕ－14・
15）、５地区（東・西・洛西・山城・北部／Ｕ－
11・12）、女子（Ｕ－12・15・ＧＫ）、ＧＫのカテ
ゴリーで活動しています。
　『指導者養成』では、平成25年度は「Ｄ級コーチ
養成講習会」２コース、「Ｃ級コーチ養成講習会」１
コース、「Ｃ級コーチリフレッシュ研修会」３コー
ス、「Ａ・Ｂ級トライアル」、「京都サンガの池上氏
による指導者講習会」を開催（詳細は京都ＦＡホーム
ページ）。また２年に１回「ＦＡ京都フットボールカ
ンファレンス」を開き、多くの指導者の研修、交流の
場としています。

救命救急の知識と経験を
　サッカー選手の健康を守り、選手、指導者や家族な

どサッカーに係わる方々に救命処置や傷害予防などの
医療情報を提供、啓蒙することが医事委員会の役割で
す。そのため、全国医事委員長会議での情報収集や救
命救急講習会での講師、会場ドクターやマッチドクタ
ー、高校選手権代表選手たちのメディカルチェック、
遠征チームの帯同などを行っています。
　中でも特に救命救急講習会が重要と考えています。
選手の命を守り、突然死を防ぐためには現場にいる選
手や指導者、家族の力がどうしても必要だからです。
　突然死を含め傷害に対する正しい知識を習得し、蘇
生をはじめ救急処置のトレーニングを受けていただく
ことが必要不可欠です。残念ながら人的、場所的な問
題から講習会の回数が少なく、限られた人々にしか情
報提供できていないのが現状です。課題として、講習
会の実地回数を増やし、一人でも多くの方々に傷害や
傷害予防の正しい知識と救急処置体験を持っていただ
きたいと考えています。

明瞭、円滑な経理処理
　財務委員会は、協会の一般社団法人化を前に、平成
24年第５回理事会で委員会規程案が承認され発足し
ました。役割は予算・決算、財源確保、財産管理、そ
の他財務に関することです。協会の各カテゴリーの事
業について、予算・決算を一層的確に行うよう、財務
委員会として取り組んでいます。
　昨年12月には第１回委員会を開き、平成25年度予
算編成の審議、財務委員の役割確認などを行いまし
た。協会運営の屋台骨をしっかりと支えていかなけれ
ばなりません。各種別委員長や構成委員と連係し、ご
理解、ご協力をいただきながら、明瞭かつ円滑な経理
処理に努めてまいります。

巡回サッカー教室など多彩に
　キッズは、主に京都府の未就園児・幼児・小学低学
年を対象にしたサッカーの普及・育成を目的として活
動しています。幼稚園・保育園での巡回キッズサッ
カー教室は約70会場、年間延べ500回行っています。
ＪＦＡキッズサッカーフェスティバルは、毎年、小学
低学年までを対象に一般公募して開催。同時にガール
ズフェスティバルも行い、約300名が参加してくれま
す。
　U8・U9年齢育成の京都キッズサッカーリーグは市
内のフットサルコートを利用し、月に5回程度開催し
ています。また、キッズリーダーの養成も行ってお

り、キッズ年代の
普及・育成に力を
入れることで、京
都の各年代のレベ
ルアップにつなげ
ていきたいと考え
ています。

キッズ委員会 委員長＝道越　隆夫

技術委員会 委員長＝八木　弘

医事委員会 委員長＝辻原　隆是

財務委員会 委員長＝内藤　誠

月例会や研修会で力量アップ
　京都の審判員は4,000人以上います。委員会は、そ
れぞれの審判員が十分に力量を発揮できるように活動
しています。月例会では、競技規則の改正などの情報
の伝達、共有や、審判員の技術向上のための研修プロ
グラム作成などを行います。月一回の研修会では、競
技規則の理解を深めるための講義や、京都から全国で
活躍する審判員の報告会、審判員同士の情報交換など
コミュニケーションの場にしています。
　審判員はそれぞれ、上級審判員を目指したり、子ど
もたちの成長を審判として側面から支え、さらにイン
ストラクターとして指導しています。役割はさまざま
ですが、サッカーを心から愛し向上心を持った仲間の
集まりです。

審判委員会 委員長＝中熊　光義

常にルールを守るプレーを
　競技会における違反行為があった場合（退場処分を
受けた場合など）に調査及び審議を経て裁定します。
重い懲罰は日本サッカー協会に委ねることになりま
す。選手にとっては、あまりお世話になりたくない委
員会です。選手の皆さんが規律を守り、フェアーにプ
レーすることを祈っています。

規律フェアプレー委員会 委員長＝永井　弘
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京都府サッカー協会の組織図

種別にまたがる催しなど展開
　協会の事業や競技会は、複数の種別にまたがった
り、種別の枠をはずして行うものがあります。そうい
った事業などをスムーズに企画、運営するために、今
年６月の理事会で事業委員会が設置されました。
　協会事業の質を高めると同時に、大きな目的の一つ
として、サッカーファミリーの拡大があります。日本
サッカー協会の取り組みですが、当協会は毎年1回開
催しているＪＦＡフットボールデーを核として「広
げようサッカーファミリー　in京都」を企画し、９月
29日のフットボールデー
を盛り上げています。
　また、Ｊクラブの支
援、協働 (京都サンガＦ
Ｃホームゲーム主管)や、
府民総体サッカー競技な
どに携わっています。

事業委員会 委員長＝森川　正次

　新事務所はまさに京都市の真ん中です。一歩外へ出
ると古い町家が目立ち、人と車が行き交う京都の商い
の町そのものです。近くにお越しの際には是非お立ち
寄りください。街並みからは想像できない、小さくて
も確かなサッカーの世界があります。

事務局から

一般社団法人 京都府サッカー協会顧問（元会長）
大橋　二三夫

　会報紙の創刊に当たり、歴史と伝統に輝く京都サッ
カー発展に尽力された関係者の皆様に感謝し、敬意を
表したいと思います。
　「世界のスポーツ」といわれるサッカーは、メンタ
ル、技術の両面において、非常に奥行きの深いスポー
ツであります。プレーの正確さ、相手に勝るスピード
を修得しない選手は、「真の楽しさ」を得ることはで
きません。指導者は、選手を型にはめない自由さと、
理論に裏打ちされた技術の本当の意味を追求すること
が絶対に必要でしょう。そうでなければ、目指すチー
ムワークは生まれません。
　会報誌を通して京都のすべてのサッカー人が共通の
理解を持ち、種々の事業を展開する協会を核にして結
束することを期待しています。子どもたちからプロま
で、大いに活躍できるよう、ますますの努力を願って
やみません。

会報誌創刊に寄せて

　2013年の京都のサッカーは、全国高校選手権で京
都橘高校が準優勝という明るいニュースで始まりまし
た。春先には、京都学生選手権で京都産業大学が優
勝。京都サンガＦＣはＪ１昇格へのシーズンを戦って
います。４月以降、新年度の主な戦績を紹介します。

最近の主な戦績グラウンド増設の働きかけを
　競技会の会場確保が主な役割です。選手が多くの試
合が経験できるようリーグ戦化を進めており、サッカ
ーファミリーの拡大にも取り組んでいるので、多くの
会場が必要です。しかし、残念ながら京都府の体育施
設の数・質のレベルは全国下位にあることは否めませ
ん。特に同じ施設を利用する他の競技団体との調整が
大変です。京都府の専用球技場建設計画が進む中、今
後はグラウンド増設、人工芝化の推進などを各方面に
働きかけたいと考えています。

施設委員会 委員長＝小池　正樹
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一般社団法人 京都府サッカー協会

佐川印刷ＳＣ　１─０（延長）　アミティエＳＣ
京都ＦＡカップ 2013 京都選手権　決勝（８月 25日）

京都精華女子高校　14─１　Ｓｍｉｌｅセレソン
全日本女子選手権京都府大会兼京都女子選手権　決勝（８月 25日）

佐川印刷ＳＣ　２─０　ＭＩＯびわこ滋賀
天皇杯全日本選手権　１回戦（８月 31日）

京都　０─０（ＰＫ７─６）　兵庫
国体近畿ブロック大会　成年男子代表決定戦（８月 18日）

洛北高校　１─０　東山高校
２種　インターハイ男子京都府大会　決勝（６月８日）

洛北高校　３─０　今治西高校
２種　インターハイ男子　１回戦（８月１日）

鹿児島城西高校　１─０　洛北高校
２種　インターハイ男子　２回戦（８月２日）

京都　２─０　兵庫
国体近畿ブロック大会少年男子　代表決定戦（８月 17日）

賢明学院中学　３─１　修学院中学
３種　近畿中学大会　準決勝（８月７日）

桐蔭学園中学　２─０　修学院中学
３種　全国中学大会　１回戦（８月 20日）

フォレスト　３─０　太秦Ａ
４種　全日本少年京都府大会　決勝（６月 16日）

京都精華女子高校　11─０　京都橘高校
（京都精華女子は近畿大会で敗退）

女子　インターハイ女子京都府大会　決勝（５月 12日）

京都サンガFC　４─０　佐川印刷SC
天皇杯全日本選手権　２回戦（９月８日）
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