
　４年に１度、世界中がサッカーに沸き立つワールドカップ・ブラジル大会が近づいてきました。「ＪＦＡ
2005年宣言」では、2015年に日本が世界のトップ10に入る、という「ＪＦＡの約束2015」が示されてい
ます。この宣言には、もう一つ、サッカーファミリー500万人の目標が掲げられています。人口の多少は別
にして47都道府県で10万人ずつ、ということになります。その宣言から９年。京都府協会としても、サッ
カーファミリー拡大は大切なことだと考えています。そのための課題、現状、将来への夢などについて、本
協会の辻淺夫会長、森健持・４種委員長、稲垣繁博・フットサル委員長、道越隆夫・キッズ委員長の４人に
“紙上対談”をしてもらいました。（本文中敬称略）

京都から サッカーファミリーを
拡げよう！

Dev １．アミティエＳＣ　　　２位
　　　　ＡＳラランジャ京都　７位
Dev ２．京都紫光クラブ　　　５位

１部決勝ラウンド　　1位　京都伏見蹴友会
　　　　　　　　　　2位　長岡京クラブ

準決勝（11月 9日）　洛　北　１－０　莵　道
　　　　　　　　　　京都橘　３－０　東　山
決　勝（11月 17日）京都橘　３─０　洛　北

３年生の部　1位　兵庫県トレセンU-15
　　　　　　2位　京都府トレセンU-15
２年生の部　1位　京都サンガU-15
　　　　　　2位　名古屋トレセンU-14
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のクラブがある、という環境が大きいと思います。子
どもが、もっと高いレベルのサッカーをしたいと思っ
たときに、Ｊリーグのユース部門を目指すことができ
ます。そこは、プロチームを肌で感じられる場所で
す。子どもたちからトップチ
ームまでピラミッド型に構成
されたＪリーグのクラブと、
そうではないプロ野球の球団
の違う点でもあります」
　稲垣　「友だちや職場仲間
らを誘って、５人でできるフ
ットサルは、登録チームが参
加するリーグもすでに京都で
は、１部から３部まであり、
広がりをみせています。辻会長からＪＦＡも本腰、と
いう話がありましたが、新年度から登録制度が変りま
した。Ｕ─18以下の登録の場合、サッカーとフット
サルの両方をしたい選手は、その両方に別々の登録作
業が必要でしたが、新制度では、サッカーに選手登録
するときに「フットサルも」と申告するだけで、両方
の登録が簡単にできます。大人の場合もＪＦＡへのチ
ーム登録が正式なものとなるなど各大会の参加もしや
すく、これからフットサルの活動機会も益々増えると
思います」

スポーツを生活の一部に

　辻　「スポーツ基本法という法律ができて、国民の
『スポーツをする権利』が認められました。これは、
スポーツが生活の中にもっともっと自然な形で入りこ
むことを期待させますし、そうならなければいけない
ということです。もちろん、サッカーだけの話ではな
いのですが、我々にとっても、普及のはずみになるで
しょう」
　道越　「スポーツは、もう止まらないということで
すね。ＪＦＡのキッズサッカーフェスティバルを京都
でも開いていて、確かな盛り上がりを感じています。
一方で、キッズ年齢にもかかわらず、ミニゲームで勝
敗を意識しすぎる場面もでてきます。変に加熱しすぎ
ないようにすることが、実はなかなか難しいのです

　辻　「日本協会では、サッ
カーを愛する仲間をサッカー
ファミリーと称しています。
京都府協会として、府内13の
地区サッカー協会との連携、
協会外から客観的な視点で
サポートをお願いする『外部
評価委員会』の委員の皆様な
どを含め、幅広く交流の輪を
拡げる活動に取り組んでいま
す。サッカーの母国ともいえるイングランドのスポー
ツは、長い歴史の中で社交的な精神を育んできまし
た。スポーツによって人々が交流し物心の『豊かさ』
を追求するのです。それは、いろいろな年齢層に当て
はまるでしょう。キッズでは、子供たちにまずはスポ
ーツの楽しさを知ってもらいたいと思います。「三つ
子の魂、百まで」ということわざもあります。８人制
が定着してきた４種は、レベルアップも進んできまし
た。中学、高校と進んでも、燃え尽き症候群にならな
いようにサッカーを続けられたら、と願っています。
そして、フットサルの普及は日本協会（ＪＦＡ）の
近々の課題になってきています」。

サッカー普及へ草の根運動

　道越　「キッズは、小学３年生以下の年齢層を対象
にサッカーというスポーツの楽しさ、面白さを知って
もらうことが第一です。京都を南、京都市内、中丹、
丹後の４ブロックに分けて、幼稚園に出向く巡回指導
を続けています。１カ月に40カ所ぐらい回り、まさ

にサッカー普及の草の根運動
といえるでしょう」
　森　「少子化の時代です
が、サッカーをする子どもた
ちは増える傾向です。京都で
は127少年団が登録され、小
学校低学年もいますが、公式
戦は４年生以上にしていま
す。サッカーをする子どもが
多いのは、やはり身近にプロ

キッズ委員長

道越　隆夫

4種委員長

森　健持

京都府サッカー協会　会長
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この会報誌は、スポーツ振興くじ
助成金を受けて発行しています
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　Ｕ─18（高校生、ユース年代）の国内最高位のリーグ
と位置づけられているプレミアリーグＷＥＳＴ（西）に、
京都府から３チームが参戦している。従来からプレミアに
いた京都サンガＦＣに加え、京都橘高校と東山高校が昨年
度、下部リーグであるプリンスリーグ関西から昇格した。
（会報４ページの最近の主な戦績参照）
　プレミアリーグは東西10チームずつで編成し、東西とも
２回戦制（Ｈ、Ａ）総当りリーグを行うが、１府県から３
チーム参戦の京都府は、他のカテゴリーにとっても大きな
励みになるだろう。ちなみに、プレミアリーグＷＥＳＴの
他の７チームは、高校が富山第一、東福岡、Ｊクラブは名
古屋、Ｇ大阪、Ｃ大阪、Ｖ神戸、広島となっている。

　本協会主催の「フットボールデー」が2013年９月29日

に、西京極補助競技場で開かれた。「広げようサッカー
ファミリー」がテーマで、シニア、女子、４種、キッズ
の各カテゴリーから計約500人が参加。交流試合、サッ
カー教室、ＡＥＤや医事関係の講座などを開いた。
　また、補助競技場に隣接した西京極競技場で、Ｊ２の
京都サンガｖｓ長崎の公式戦を観戦した。

　京都モーニングロータリークラブカップ第15回京都女子
サッカーフェスティバルが３月21、22、23日の３日間、
府山城総合運動公園・太陽が丘と、府民スポーツ広場・み
どりが丘で開かれた。近畿、四国、東海地域から８人制の
Ｕ─12に16チームと、11人制のＵ─15、Ｕ─18、大学、
一般に各４チームが出場した。女子サッカーは、なでし
こジャパンの活躍に刺激
されるようにして、全国
的に普及が進んでいる。
今回のフェスティバルで
は、Ｕ─12はトーナメン
ト戦、他のカテゴリーは
リーグ戦で試合を行い、
好プレーを展開した。

プレミアリーグＷＥＳＴに３チーム

15回目を迎えた女子フェスティバル

京都ＦＡフットボールデーを開催

トピックス

が、大切なことですね」
　森　「４種としては、サッカーが面白いと感じてく
れたキッズの子どもたちを、スムーズに受け入れられ
るようにしていきたい。月１回ぐらいのペースで、指
導者向けの講習会を開いたりしながら、子どもたちの
プレー内容や、チームの中での行動全般をどう評価し
てあげるのがいいのかなど、日ごろから工夫し、考え
ておくことが必要でしょう」
　稲垣　「フットサルという競技は、出だしは遊び感
覚で普及してきましたが、正式な競技としてもう少し
競技性を高め、技術力の向上を図る点も課題になって
いるように思います。プーマカップという社会人の
全国大会がありますが、京都
のチームは、今年１月の関西
大会で敗退、全国大会に進め
ませんでした。京都の競技力
アップのためにも、もっと大
会を拡げ、参加チームを増や
していきたいと思います。遊
び、楽しみの中から、ステッ
プアップにつながり高いレベ
ルのチームが今後も出てきて
ほしいと思っています」

福島や海外チームとの交流も継続

　辻　「サッカーファミリーの拡大は、これまでの話
の内容をみても、さまざまな切り口というか、考え方
を含んでいます。京都協会では、毎年12月の中学招
待大会に、協会費用で福島県からチームを招いていま
す。試合をするだけでなく、大人は入らずに中学生だ
けの交流会も開いています。サッカーを通して友だち
ができたり、効果があるようです。Ｕ─12の韓国遠
征、Ｕ─13のスペイン遠征も、子どもたちには良い
経験になっています」
　道越　「さまざまな企画を立て、実行していくに
は、やはり人材が必要で、（サッカーファミリー拡大
にとって）当面の大きな課題だと思います。さきほど

話しました幼稚園の巡回指導でも、京都市内がまだあ
まり行けていない実態があります。いろいろな人にか
かわってもらえる広がりを期待しています」
　森　「４種では、年間、かなり多くの大会が開かれ
ます。全日本少年大会予選、Ｕ─12、Ｕ─11のリー
グ戦、秋にはＵ─10のリーグ戦もあります。日刊ス
ポーツ杯、平和堂カップ、オーヤマ杯、６年生最後の
サンガカップなどです。子どもたちに対して指導者、
保護者の方々が常にサポーター役になってほしいので
す。選手である子どもたちが、自分で考えてプレーす
ることが大切で、頭ごなしに指示を与えるだけでは、
子どもの成長を引き出すことは難しいでしょう」
　稲垣　「フットサルの場合、先ほども少し話しまし
たが、いろんなところで、京都で運営されている民間
のフットサル場でもいいのですが、たくさんのチーム
が参加できる大会を企画し、いろんなチームや選手が
試合を経験することが望まれます。フットサルは実際
にやってみると、かなりハードなスポーツですが、少
人数で気軽に楽しめる良さがやはり魅力です。それ
と、ビーチサッカーも、フットサル委員会が担当して
います。こちらもサッカーファミリーになる愛好者を
増やしていければ、と思っています」

シニア層の拡大も目立つ時代に

　辻　「サッカーファミリーは、今回、お話をしても
らったキッズ、４種、フットサルばかりでないことは
言うまでもありません。全てのカテゴリーにおいて、
みなさんの智恵、パワーを発揮することが重要です。
2020年に東京五輪がありますが、その翌年、2021年
には世界マスターズ大会が京都を含む関西で開かれま
す。京都のサッカーでも、マスターズ、シニア層のチ
ームが着実に増えてきました。私自身「ねんりんピッ
ク」に出場してみて、中高年プレーヤーの広がりを実
感しています。この会報を読んでいただくみなさんと
一緒に、サッカーファミリー拡大へたゆまぬ努力を続
けるよう、決意を新たにしたいと思います」

フットサル委員長

稲垣　繁博



　1963（昭和43）年に宇治サッカー連盟として発
足しました。1988（昭和63）年、京都国体の年に
宇治サッカー協会に発展的に改組しました。いま
では、社会人、高校、中学、少年団、シニア、審
判の各部会ごとの活動も定着し、サッカー普及振
興事業や、青少年健全育成事業などに取り組んで
います。毎年、４月から翌年１月まで行う宇治市
長杯争奪社会人サッカーリーグは、今年で39回目
を迎えました。１、２、３部に計29チームが参加
し、西宇治公園、太陽が丘、みどりが丘などを会
場に熱戦が続きます。少年団・中学・高校部会も
年間通しての活動に取り組んでおり、協会内の各
組織が主体性を持って相互に協力し事業運営を行
っております。

青少年の育成や他都市との交流も

　交流といえば、京都国体で宇治市はサッカー会
場にもなりましたが、そのとき市内に宿泊した山
口県宇部市とのスポーツ親善が続いています。
「宇治」と「宇部」が一字違いという縁もありま
すが、サッカーを通した絆といえます。
　府民総体の市町村対抗競技でも、選抜チームが
好成績をあげており、「サッカーの町　宇治」の
実現に一層努力しております。今後は、やはりグ
ラウンド増設、とりわけ人工芝のピッチがほしい
ところだと思っています。
（村瀬昭二副会長　談）

　当協会誕生の発端は、1977（昭和52）年に４
つのサッカーチームが集まったことです。以来、
地道に活動を続けて1982（昭和57）年７月11日
に亀岡市体育協会への加盟が認められ、正式にサ
ッカー協会が発足しました。現在、社会人約20チ
ームがＡ、Ｂグループに分かれて４月から12月ま
でリーグ戦を展開しています。シニアリーグもあ
り、８チームが所属しています。２種では、口丹
波地域の高校チームによる年１回のフェスティバ
ル「平和祭」を行っています。

大会や「平和祭」の催しで盛り上げ

　３種は中学、クラブ計８チームが活動中です
が、ライオンズクラブのご尽力で、今年（2014
年）２月に第１回ライオンズ杯大会を開催しまし
た。４種も活発で、４月の新人大会、夏の協会長
杯、秋の「平和祭」、それにリーグ戦もありま
す。
　特に今年は女子にも力を入れて、盛り上げスタ
ートの年とする計画です。亀岡といえば、府の専
用球技場建設計画が進んでいますが、プロの試合
会場であると同時に、地域のスポーツ隆盛につな
がるよう願っています。（三浦俊理事長　談）

　ＪＦＡから京都協会に連絡、指示などがあった内
容をお知らせします。
○ ２審制の導入　地域・都道府県協会・リーグ等の
規律委員会によって科せられた懲罰処分につい
て、ＪＦＡの不服申立委員会（新設）に直接不服
を申し立てて、再審議を求めることが可能となり
ます。

○ 懲罰ルールの変更　退場による出場停止処分は、
従来は大会に関係なく、次の公式戦に適用されて
いましたが、「同一大会における次の試合」に適
用されます。大会終了等で残った場合には、順
次、次の公式戦に適用されます。

○ Ｕ─12女子選手登録　12歳未満の女子選手は原
則4種へ登録することになります。2014年度は移
行措置として女子チームに登録することが可能で
す。

○ フットサルチーム登録　個人登録をしていたフッ
トサルも、サッカーと同様に選手登録は、所属す
るチームから申請します。選手は、同じ競技の複
数チームに登録することはできませんが、サッカ
ーのチームとフットサルのチームに同時に登録す
ることができます。

○ 登録システムKICKOFFの変更　個人が選手、指
導者、審判など複数の資格を持っている場合、そ
れぞれの立場ごとに複数登録せず、登録を１本化
します。KICKOFFに関する問合せは、JFA登録
サービスデスクが対応します。

　 専用電話 050-2018-1990  FAX 03-6682-5903
　Eメール jentry_servicedesk@jfa.or.jp

ＪＦＡからのお知らせ

亀岡市サッカー協会

ＳＭＣサテライト講座を開催

　ＪＦＡから京都協会に連絡、指示などがあった内
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　ＪＦＡでは、2004年から組織運営、クラブ経営などの
能力を開発、高めるためのスポーツマネジャーズカレッ
ジ（ＳＭＣ）を毎年開いている。そのカレッジは、東京
での本講座とは別に都道府県協会が開く制度もあり、Ｓ
ＭＣサテライトと呼ばれているが、京都府協会では過去
に３回開催した。今年も秋ごろに３日間の日程で開く予
定だ。

 リーダーのマネージメント力を重視

　サッカーに限らず、現代はスポーツを発展させるために
リーダーのマネージメント力が重視されている。本協会の
過去のＳＭＣサテライトには、京都府以外からも参加があ
り、人材育成の成果を積み上げている。本講座を受けるた
めには、このサテライトを受講、修了する必要がある。今
秋の４回目の内容はこれから具体的に決める。



　ＪＦＡでは「サッカーの指導現場における暴力根絶
宣言」を採択し、「暴力根絶相談窓口」を設置してい
ます。専用電話03-3830-1823、FAX03-3830-1814
　通報は、匿名でも対応します。

　コスタリカでの「リトルなでしこ」世界制覇は、ワ
ールドカップ・ブラジル大会での日本代表の活躍への
期待をも大きくしてくれました。南ア大会からの4年
間に、日本サッカーが世界のトップにどれだけ近づい
たか楽しみです。睡眠不足の日が続きそうです。

事務局から

暴力根絶にむけて

最近の主な戦績
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一般社団法人 京都府サッカー協会

京都サンガＦＣは３位で終了
Ｊ２最終節（11月24日）

準決勝（12月 1日）　 京都サンガＦＣ　０─０　長崎
決　勝（1月 8日）　　徳島　２─０　京都サンガＦＣ

Ｊ１昇格プレーオフ

佐川印刷は６位で終了（勝ち点53＝14勝11分９敗）
ＪＦＬ最終節（2013年11月24日）

バニーズ京都は12位（勝ち点26）で終了
女子　プレナスチャレンジリーグ

２回戦（１月２日）　　京都橘　２─０　藤枝東
３回戦（１月３日）　　京都橘　３─２　那覇西
準々決勝（１月５日）　京都橘　２─０　市船橋
準決勝（１月 11日）　 星　稜　４─０　京都橘

2種　第92回全国高校選手権

京都橘高校　５─１　星稜高校
（京都橘はプレミアリーグ初昇格）
東山高校　２─０　藤枝東高校
（東山はプレミアリーグ初昇格）

2種　高円宮杯U-18プレミアリーグWEST参入戦（12月16日）

Dev １．アミティエＳＣ　　　２位
　　　　ＡＳラランジャ京都　７位
Dev ２．京都紫光クラブ　　　５位

1 種社会人　関西リ－グ

1 部　9位　　京都産大　　10位　　立命館大
1種学生　関西学生リーグ最終節（2013年11月30日）1 部　2位　京都橘高校　　3位　東山高校

　　　5位　洛北高校　 　10位　久御山高校
2部 10 位　京都両洋高校

2種　高円宮杯U-18プリンスリーグ関西

　7位　京都サンガ F．C．U-15
10 位　宇治 FC　　12位　京都 J－マルカ

3種　高円宮杯U-15関西　サンライズリーグ

１部決勝ラウンド　　1位　京都伏見蹴友会
　　　　　　　　　　2位　長岡京クラブ

1種社会人　第48回京都フットボールリーグ2013

1 部　1位　京都橘高校B
　　　2位　立命館宇治高校
　　　3位　福知山成美高校

2種　高円宮杯U-18リーグ2013京都
準決勝（11月 9日）　洛　北　１－０　莵　道
　　　　　　　　　　京都橘　３－０　東　山
決　勝（11月 17日）京都橘　３─０　洛　北

2種　第92回全国高校選手権　京都府大会

1 位　京都府選抜　2位　広島県選抜　3位　三重県選抜
2種　　京都招待ユースU-16大会（3月25日）

３年生の部　1位　兵庫県トレセンU-15
　　　　　　2位　京都府トレセンU-15
２年生の部　1位　京都サンガU-15
　　　　　　2位　名古屋トレセンU-14

３種　京都招待中学大会最終日（12月27日）

決勝（3月 28日）　京都産業大学　３－２　立命館大学
1種学生　第64回京都学生選手権

決勝　フォレスト　３─０　山田荘Ａ
４種　サンガカップ第36回少年選手権　最終日（2014年１月25日）

決勝　大住少年団　２─１　西野少年団
４種　オーヤマ杯京都少年８人制大会最終日（2014年２月２日）

1 位　京都紫光サッカークラブＡ　
2位　gatt futsal school Ｕ－ 12

フットサル　バーモントカップ　第23回全日本少年フットサル京都府大会

1 位　funfbein KYOTO
2位　リンドバロッサ京都

フットサル　ＰＵＭＡＣＵＰ　2014　第19回全日本フットサル選手権京都府大会

京都府リーグ　1位  フォレスト　2位  太秦　3位  長岡京
４種　セレマカップ京都少年選手権　Ｕ─12京都リーグ最終節（2013年9月14日）

３位決定戦　大阪桐蔭　４─０　京都精華女
女子　全日本高校女子選手権関西大会

京都サンガＵ─18は５位で終了
2種　高円宮杯U-18プレミアリーグWEST 

〒604-8205　京都市中京区新町三条下ル三条町349-2
くろちく六角ビル4F　

TEL：075-211-9416  FAX：075-211-9417
http://www.kyoto-fa.or.jp

　会報第２号では、昨年の創刊号以降の主な戦績を紹
介する。東京国体では、成年は連覇を逃がしたが、少
年男子は、準決勝で東京選抜に惜敗したものの、３位
決定戦で福島県選抜に勝利。京都府は男女総合4位を
獲得した。全国高校選手権では、前年大会で準優勝し
た京都橘が健闘。準決勝に勝ち進み、星稜に惜しくも
敗れた。Ｊ２京都サンガＦ.Ｃ.は３位でプレイオフに
進出したが無念の敗退。Ｊ１復帰は持ち越された。

2013年９月～2014年３月
▽少年男子
１回戦（９月 29日）　　京都府選抜　１─０　富山県選抜
２回戦（９月 30日）　　京都府選抜　１─０　神奈川県選抜
準々決勝（10月１日）　京都府選抜　１─１　兵庫県選抜
　　　　　　　　　　　　　　　　（ＰＫ４─３）
準決勝（10月２日）
東京都選抜　２─１　京都府選抜
３位決定戦（10月３日）
京都府選抜　８─１　福島県選抜
▽成年男子
１回戦（9月 29日）
京都府（佐川印刷SC）　５─０　愛媛県（ＦＣ今治）
準々決勝（9月 30日）
岐阜県（岐阜セカンド）　３─３　京都府（佐川印刷SC）　
　　　　　　　　　　（ＰＫ４─３）

第68回国民体育大会　東京

当協会ホームページへのバナー広告を募集しています
　当協会ホームページに、バナー広告を掲載します。
企業などのPRやイメージアップに活用してください。
掲載場所 トップページ下部　掲載期間 1か月（最長
1年まで延長可）　掲載料 1か月1枠5,000円　
問合せ・申込みは事務局まで。


