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担当理事に
聞きました

ボールとともに 生涯スポーツ

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

中高年のスポーツ熱が年を追うごとに高まっています。2020年東京オリンピック・パラリンピックの翌
年には、京都を含む関西地域で「ワールドマスターズゲームズ」が開催されます。世界のスポーツ好きと交
流を深める良い機会でしょう。本協会でも、シニア、マスターズ層が楽しくサッカーをする風土をつくり、
サッカーファミリーをより拡大することは大きなテーマの一つです。シニアサッカーの現状や、今後の展望
などを聞いてみました。
山下和良理事

小竹健一理事
シニアチーム、年々増加
サッカーをライフスタイルに
─京都でもシニアのサッカーが盛んに
─シニア選手のみなさんは、ピッチで
なってきましたね。
輝いていますか。
「京都フットボールリーグの例でい
「私は、全国健康福祉祭（ねんりん
うと、2000年にシニア部門が12チー
ピック）の京都市代表チームの選手兼
ムでスタートしました。現在、フット
監督を務めています。昨年は、高知県
ボールリーグには全体で約230チーム
大会（10月）に出場しました。60歳以
が参加していますが、シニア部門は47
上の大会ですが、試合の緊張感という
チームに増えました。内訳は、35歳以上17（２ブロ
ものを、うれしさや、ドキドキ感に置き換えて楽しみ
ック）、40歳以上26（３ブロック）、50歳以上４の
ました。選手のみんなは、世界的な有名選手であるベ
各チームが参加しています。50歳以上は総当り２回
ッケンバウアーやロナウドになった気分でプレーする
戦制で試合をしています」
のも自由ですし、まあ、 なりきって 走ったり、け
─フットボールリーグ以外に、シニアではどんな試合
ったりがいいのです。ときどき、ケガだけはしないで
がありますか。
…とハラハラすることはありますが」
「本協会としては、トーナメントの京都シニア大
─ねんりんピックやO-60シニア大会では、いわゆる
会を２、３月ごろに開いています。40歳以上が対象
往年の名選手が出場しているように聞きました。
で、参加は20チーム余りです。同じ時期に、50歳以
「京都からも、かつて日本代表で活躍した今井敬三
上の高校ＯＢ大会があります。大会名通りに、高校別
さん（元フジタ工業、1979年の日本最優秀選手賞）
のＯＢチームが出場、今のところ８チームです。生涯
や、横谷政樹さん（元日立製作所）が出場しました。
スポーツとしての全国大会の関西
仲間とボールをける姿をみている
予選がありますが、これは35歳以
と、サッカーをうまく生活の一部
上から、40歳、50歳、60歳、70
に取り込み、生涯現役の ライフ
歳以上の各区分に分かれて行いま
スタイル を提案してくれてい
す。さらに、今年から京都府、京
るようにも感じましたね。もちろ
都府体育協会など主催の府民総体
ん、他府県のチームにも、だれで
にマスターズ部門ができ、サッカ
も知っているような有名選手が混
第13回全国シニア（50歳以上）大会 京都府選抜チーム
ーの試合もあります」
じっていて、若い頃には一緒に試
─日本全体が高齢社会を迎えています。シニアスポー
合ができなかった相手と同じピッチに立つのも楽しい
ツはますます重要性が増すと思いますが。
ことです」
「京都府協会でも、まだまだシニアチームが増えて
─シニアサッカーの楽しみ方で提案は。
くるでしょう。さきほど話した京都フットボールリー
「私たちが若かったころに比べて、サッカーの用
グでは、当面、50歳以上のチームを増やしていきた
具、ボールでもスパイクでも、すごく改良されて、
いと考えています。やがて、60歳以上の部門新設も
軽く使いやすくなっています。その他、人工芝ピッ
考えないといけないでしょう。一方で、試合会場のグ
チの普及もあって、サッカー自体が、より幅広い年
ラウンドの確保が課題です。京都サンガＦＣが城陽市
齢層が楽しめるスポーツになっているといえるでし
にある練習グラウンドを貸し出してくれるようになり
ょう。山下理事からもありましたが、グラウンド確
ました。昔から サッカーどころ といわれる静岡な
保が大変ですが、サッカーというスポーツが遠いと
どは、かなりシニアサッカーが盛んだと聞いていま
ころにあるのではなくて、もっと身近なものにして
す。京都も、いい形でシニアを発展させたいと思って
いきたいですね」
います」
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中高年スポーツの国内の主な催し、大会を紹介する。
◆全国健康福祉祭
「ねんりんピック」の愛称がある全国健康福祉祭
は、厚生労働省、開催都道府県、一般財団法人の長寿
社会開発センターが主催し、毎年１回、開かれる。同
福祉祭は文化活動などいろいろな催しで構成してい
て、その一つのスポーツ交流大会は60歳以上が参加
対象。サッカーも都道府県や政令指定都市からのチー
ムが出場する。
第１回は昭和63年に兵庫県で開催、平成５年には
京都府で開かれた。今年平成26年の第27回大会は栃
木県で開かれ、約１万人が参加。サッカーは京都府チ
ームが出場した。平成27年以降の開催地は山口県、
長崎県、秋田県、富山県の順番になっている。

◆日本スポーツマスターズ
日本スポーツマスターズは、日本体育協会、開催地
の都道府県と市町村、同各体育協会が主催し、毎年１
回開かれる。参加は原則として35歳以上。都道府県
対抗ではないが、国体のシニア版といわれることもあ
る。
第１回大会は平成13年に宮崎県で開催。今年平成
26年の第14回大会は、埼玉県で開かれた。来年の平
成27年は石川県で２度目の開催、翌年は秋田県が会
場となる。開催競技はサッカーを含む13競技だ。
なお、昭和63年から全国スポーツレクリエーショ
ン祭（文部科学省、日本体育協会、日本レクリエーシ
ョン協会主催）が始まったが、平成23年を最後に終
了した。
◆ワールドマスターズゲームズ
2021年に関西で開催が決まっている「ワールドマ
スターズゲームズ（ＷＭＧ）」は、デンマークのコペ
ンハーゲンに本部を置く国際スポーツマスターズゲー
ムズ協会の主催。開催は４年に一度で、実施競技に
より少し違いがあるが、原則として25歳から35歳ま
での５歳刻みの年齢区分で行われる。第１回は1985
（昭和60）年にカナダのトロントで開かれ、22競技
に61カ国約8300人が参加した。
近年は大会規模が大きくなっている。2013年はイ
タリアのトリノで開催、次回は2017年にニュージー
ランドのオークランドで、その次が関西での開催とな
る。30歳以上なら誰でも参加できる。2016年秋には
実施競技種目や会場
を決める予定。
すでに準備が始ま
っていて、今年10月
７日に大阪市で決起
大会が開かれた。

トピックス

たサッカー競技としての総合成績（都道府県の順位）が
４位となり、府体育協会の優秀競技団体賞を６月７日付
けで受賞した。

辻原隆是・医事委員長のアドバイス
運動前に十分なストレッチを
シニア世代のサッカー人口増加
はすばらしい事で、今後もますま
す増えることが予想されます。た
だ、若い時にはない注意点もあり
ます。ひとつは俊敏性や持久力と
いった体力の低下です。残念なが
ら30歳を過ぎると毎日運動してい
ても体力が直線的に低下していくことがわかっていま
す。もうひとつは筋、腱などの弾性の低下です。この
ため関節の可動域が減少し転倒しやすくなったり、ア
キレス腱断裂や肉離れを生じやすくなったりします。
この様な怪我を生じないためにも、運動前に十分な
ストレッチを行うこと、最大運動能力の70〜80%程
度の運動負荷に留めておくなどの注意が必要です。
交流広がるシニアスポーツ

２団体・４人を表彰
本協会の平成26年度表彰は、優秀賞・個人３人、優秀
賞・団体２チーム、功労賞１人だった。
優秀賞は、いずれも京都サンガＦＣ・Ｕ─18の田村亮介
選手、奥川雅也選手、永島悠史選手。永島選手は、Ｕ─17
ワールドカップＵＡＥ2013に、他の２人も日本代表とし
て国際大会にそれぞれ出場した。
功労賞は、国体に連続10回出場し、優勝４回の大槻紘士
選手（佐川印刷京都ＳＣ）に贈られた。
優秀団体は、平成25年度の東京国体で３位になった少年
男子チームと、第92回全国高校選手権で３位になった京都
橘高校だった。
それぞれの選手やチームのますますの活躍を祈ると同時
に、協会登録選手やチームの健闘を期待したい。

本協会が京都府体協から表彰
平成25年度の東京国体で、京都府代表の成年男子が５
位、少年男子が３位に入賞。この２種別の成績を合算し

４種のフォレストＦＣ京都が福島へ
今年８月に、福島県相馬市で「復興祈念こくみん共済Ｕ
─12交流大会」が開かれ、本協会の推薦したフォレストＦ
Ｃ京都が招かれて出場した。毎年、京都で開かれる太陽が
丘交流フェスタに福島の少年チームを招待しており、今回
は京都府チームが福島に招待を受けた。フォレストＦＣの
６年生14人が参加、試合をすると同時に、復興状況を聞く
など社会勉強にも役立てた。

近畿高校選手権で京都勢同士が決勝へ
第67回近畿高校選手権が６月に京都府内会場で開かれ、
男子決勝（６月23日、西京極陸上競技場）は、京都橘が４
─２で立命館宇治に勝ち、優勝した。京都橘は１回戦から
一条高校（奈良２位）、阪南大高校（大阪３位）、金光大
阪高校（大阪２位）を破り、決勝に進出した。
同時開催の女子の近畿高校選手権では、京都精華女子高
校が決勝で日ノ本学園高校（兵庫）に０─３で敗れ、準優
勝だった。

60年ぐらいの活動歴があり、加盟チームは社会
人17、３種・中学が６中学と福知山ジュニアユー
ス、４種は５クラブです。
社会人は「Ｆリーグ」の名称で、年代別に３部
制でリーグ戦をしています。今年（平成26年）
は、夏の水害で市内のグラウンドが一時期使え
ず、苦労しました。Ｆリーグ１部の優勝チーム
が、翌年の府民総体市町村対抗に出場できます。
11、12月には福知山選手権も開いています。
ジュニア強化、Ｊリーガー２人育つ

京都でのＳＭＣサテライトに 13 人
京都でＳＭＣ（スポーツ・マネジャーズ・カレッジ）
サテライト講座を９月27日、10月４、５日に開き、府
内、山梨県、三重県などの13人が受講した。ＳＭＣは、
東京での本講座と地方開催（サテライト）があるが、本
協会では毎年、積極的
に取り組んでいる。受
講者はサッカークラブ
の代表や指導者らで、
講師は日本サッカー協
会から派遣された。サ
ッカークラブをより高
めるための経営の最新
情報、ノウハウなどを
学んだ。

フェスティバルでサッカーに親しむ
JFAフェスティバルは、キッズ、ガールズ/レディス、
ファミリーフットサルと3種の各分野で行っている。府内
では各地で10回以上開催し、初めてボールに触れる人に
も大変な人気だ。恒例となっている世界遺産・上賀茂神
社でのキッズ、ガール
ズ/レディスフェスティ
バルはとりわけ好評。
サッカーを通して外遊
びの面白さ、身体を動
かすことの楽しさを知
ることができるよう
に、これからも当協会
で取り組む。

府内に ある市町サッカー協会の
活動ぶりを順次︑紹介します︒

他の主な大会は、中学がライオンズカップのト
ーナメント戦、４種は福知山ジュニアカップがあ
り、こちらはＵ─12、Ｕ─11に８チームずつが
出場し、それぞれトーナメント戦を行います。
冬にはフットサル選手権を行っています。市内
に人工芝のフットサル場が２面あり、高校、社会
人、シニアの計40チームほどが参加します。仕
事などで福知山を離れている参加者もいて、同窓
会のノリで楽しんでいます。
福知山からＪ３・金沢に大槻優平さん、Ｊ２・
湘南に大槻周平さんの兄弟が所属しています。協
会としては、ジュニア層の強化に取り組んでい
て、大人になってサッカーを続けてくれることを
願っています。（四方吉則理事長 談）

が ん ば る 府 内の協会

福知山サッカー協会
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木津川市サッカー協会
協会は、社会人チームの「Ｅｓｐａｄｅ（エス
パーダ）」と、「崇 ｓ（タカシーズ）」の２チー
ムを中心に運営しています。少年団の加茂ＦＣの
保護者らで始めたのがエスパーダで、加茂ＦＣの
ＯＢチームに当たるのがタカシーズです。毎年２
月末には、市の広報で出場チームを募集し交流大
会を開いていますが、今年（平成26年）は４チー
ムが参加しました。
第３１回府民総体・市町村対抗で優勝
６月には府民総体・市町村対抗競技の予選を行
っています。第31回大会だった平成20年度には
本大会で優勝を飾ることができました。
連盟の名称で発足しましたが、今年４月に協会
に改称しました。協会自体は最初に言ったように
社会人２チームで構成していますが、市内で４
種・少年団は６チームが、フットサルも１チー
ムが活動中です。木津川市は平成19年３月に木
津、山城、加茂３町が合併して誕生しました。京
都の一番南の市ですが、市内にある学研都市を中
心に全国でも珍しいといわれるほど人口が増えて
います。そういった背景をチャンスととらえて、
サッカーの各年代の競技人口をもっと多くし、も
っと活性化したいというのが、協会として一番や
りたいことです。 （大﨑克士会長 談）

フットボールデーを開催
日本サッカー協会の創立を記念したフットボールデー
は、京都府では「広げようサッカーファミリー」を掲げ
て9月28日に西京極競技場、同補助競技場で開催した。
キッズ、ジュニア、女子の各カテゴリー計約700人が一
堂に集い、サッカー教室、交流試合を楽しんだ。今年は
京都サンガの池上氏を招いて保護者対象の講習会も開
催。女子の
チャレンジ
リーグのバ
ニーズ京都
ｖｓ高槻
や、J2の
京都サンガ
vs横浜の
試合を観戦
した。

トレセン開講式で向上心高める
平成26年度京都府FAトレーニングセンター開講式を5
月10日、京外大森田記念講堂で開いた。育成を重点施策
に掲げる当協会では、他府県では例のない開講式を開催
している。今年度も、選ばれた選手と指導に当たるスタ
ッフ、選手保護者約800名が出席。JFA関西ユースダイ
レクター（兼JFAトレセンコーチ）星原隆昭氏、JFAナ
ショナルトレセンコーチ（関西担当）松田浩氏に講演を
お願いした。1年間のトレーニングに先立ち、それぞれが
決意を新たにした。
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最近の主な戦績

2014年４月〜10月

国体では、少年男子が3位、成年男子が4位となり総合
2位に入賞した。インターハイでは、女子の京都精華女
子が、決勝では日ノ本学園に敗れたが、準優勝の結果を
残した。Ｊ2（22クラブ）の京都サンガFCは今季もＪ
1復帰を目標に戦い、11月23日が42節の最終戦。40節
終了時点では10位。JFL（14クラブ）の佐川印刷京都
SCは、セカンドステージで好調。最終節を待たずにセ
カンドステージ1位となった。ファーストステージ1位の
HondaFCと優勝をかけて「チャンピオンシップ」で対
戦（11月29日・西京極）する。

女子 第67回近畿高校選手権大会（女子）
準決勝（６月22日） 京都精華女子 ２─２ 大阪桐蔭
（ＰＫ４─１）
（京都精華女子は初の全国大会出場を決定）
決勝（６月22日）京都精華女子 ０−３ 日ノ本学園（兵庫）
女子 平成26年度インターハイ
決勝（8月6日）京都精華女子 １−７

日ノ本学園（兵庫）

女子 第31回関西少女大会京都府大会
決勝（9月13日）みなみかぜ １−１（PK１-０）太秦
女子 京都FAカップ2014第10回京都女子選手権大会 兼 第36回皇后杯全日本女子選手権京都府大会
決勝（6月29日）京都精華女子高校 ４−３ 京都紫光SC
女子 平成26年度京都府高校女子選手権大会 兼 第23回全日本高校女子選手権京都府大会
決勝（9月20日）京都精華女子高校 12−０ 京都橘高校
女子 第25回全国レディース大会（O−30）（3月21日〜23日）静岡
グループリーグ3位 おいでやす京都
女子 第25回全国レディース大会（レディース・エイトO-40）（3月21日〜23日）兵庫県三木
グループリーグ3位 おいでやす京都

第16回JFLセカンドステージ1位を決めた

佐川印刷京都SCチーム

京都FAカップ2014第19回京都選手権決勝大会
決勝（６月29日 西京極） 京都産業大学１−０佐川印刷京都SC
天皇杯全日本選手権
１回戦（７月 ５日） ヴィアティン桑名 ２─１ 京都産業大
２回戦（７月13日） 京都サンガ ３─１ 鳥取（Ｊ３）
３回戦（８月20日） 名古屋グランパス ４−０ 京都サンガ
２種 adidas CUP 2014 日本クラブユース選手権（Ｕ─ 18）
準々決勝（７月30日 宮城） 三菱養和 ３─２ 京都サンガ
２種 インターハイ京都府大会 兼 近畿高等学校選手権京都府大会
決勝（６月８日） 京都橘 １─０ 立命館宇治
２種 平成26年度インターハイ
１回戦（8月2日 山梨） 京都橘 0−４

フットサル 第10回全日本大学 京都府大会
決勝（6月21日）同志社大TREBOL ７−１ 京都大FC.ARI
フットサル 第1回全日本ユース（U18）京都府大会
決勝（6月7日）久御山高校A 12−12（PK３−２）久御山高校D
フットサル バーモントカップ第24回全日本少年京都府大会
決勝（10月9日）京都リノ2001FC ９−０ FC修学院
第69回国民体育大会（長崎）
△少年男子
２回戦（10月18日）
京都府選抜４−２広島県選抜
準々決勝（10月19日） 京都府選抜２−０石川県選抜
準決勝（10月20日）
京都府選抜１−３Ex群馬県選抜
３位決定戦（10月21日）京都府選抜１−０新潟県選抜

前橋育英

２種 高円宮杯U-18リーグ2014京都
１部 1位 久御山高校A
２種 高円宮杯U-18サッカーリーグ プリンスリーグ2014
８位 洛北高校
３種 高円宮杯U-15リーグ関西 サンライズリーグ （4月6日〜10月19日）
４位 京都サンガF.C.U-15
３種 日本クラブユース選手権（Ｕ─15）決勝トーナメント
１回戦 札幌Ｕ─15 ３─０ 宇治ＦＣ
３種 第67回京都府中学校総合体育大会
決勝（7月30日）修学院中学 ４−０ 東輝中学
４種 第38回全日本少年選手権 京都府大会
決勝（６月15日）京都紫光ＳＣ ４−１ 加茂Ａ
４種 第38回全日本少年選手権（８月４日 静岡県裾野）
1次ラウンド 2位 京都紫光SC
４種 第34回京都招待少年大会
２位 京都市西地区トレセン
４種 雪印メグミルクカップ第32回京都少年支部選抜大会（下級の部）
１位 山科支部
２位 伏見支部
女子 第１回「おこしやす京都」少女（U12・U10）大会
U12 １位 太秦サッカー少年団女子
女子 第19回全日本女子ユース（U15）選手権京都府大会
決勝（5月3日）Smileセレソン ２−１ 京都精華女子中学
女子 インターハイ京都府大会 兼 第67回近畿高校選手権京都府大会
決勝（５月11日） 京都精華女子 12─０ 京都橘

第69回国体

少年男子京都府選抜チーム

△成年男子
１回戦（10月17日） 京都府（佐川印刷京都SC）７−０島根県
準々決勝（10月18日）京都府（佐川印刷京都SC）２−０山口県
準決勝（10月19日） 京都府（佐川印刷京都SC）０−２宮崎県
３位決定戦（10月20日）京都府（佐川印刷京都SC）０−１長崎県

暴力根絶にむけて

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。

事務局から

2015 年度審判講習会のおしらせ
実地講習会（3・4 級更新 /4 級新規）を 1月18日か
ら順次開催します。お申込み等は12月1日からとなり、
ＪＦＡ登録 Web サイト Kickoff よりお願いします。
ＪＦＡラーニング
（4級更新）
は現在開催中です。詳しく
は京都府サッカー協会ホームページをご覧ください。
一般社団法人 京都府サッカー協会
〒 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

