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　また、２部以下のブロック分けでは、チーム事情も
考慮しています。例えば、チームメンバーの仕事の都
合などで、日曜日は集まりにくいとすると、同じ事情
のチームをできるだけ一つのブロックに集めて、土曜
日に試合をするような工夫をしているのです。
　試合会場は下鳥羽、太陽が丘、吉祥院など各グラウ
ンドをはじめ、いろいろな場所を探すのが苦労の種で
すが、毎年、ざっと1000試合を消化しています。運
営は主管団体任せではなく、チーム自体も関わりま
す。４級以上の審判有資格者を各チーム４人以上登録
しなければなりません。試合当日の会場の設営、後始
末などもチームが自主的に行います。
　チーム構成もさまざまです。高校サッカー部や、少
年団のＯＢが集まるようなクラブ組織、同じ職場（会
社）の仲間のチーム、それに、大学のサークルも増え
てきました。リーグに加盟する目的や、チームの目標
はさまざまでしょうが、「サッカーが好き」という共
通の思いが、リーグを支えていることだけは確かで
す。

生涯サッカーと上部への登竜門

　現在日本のサッカー界は、プロ組織である「Ｊ」
（Ｊ１、Ｊ２、Ｊ３）、アマチュアトップのＪＦＬ、
関西、関東、東海など地域ブロック、そして都道府県
リーグのピラミッド型で構成されています。ＪＦＬに
加入するには、原則として都道府県リーグから勝ち上
がって地域ブロックに昇格し、さらに勝ち上がってＪ
ＦＬに入るシステムになっています。従って、京都リ
ーグは、生涯スポーツを楽しむ場でもあり、より上位
のリーグへの登竜門にもなっています。
　京都リーグ自体、成績によって１、２、３、４部間

　戦前のスポーツは、サッカーに限らず、社会人より
大学が中心でした。戦後、昭和28年に京都サッカー
界では実業団連盟が発足しました。三菱重工、京都市
役所など７チームでした。39年の東京五輪を機に日
本サッカーリーグが発足し、実業団チームだけでな
く、クラブチームも加盟できるようになっていまし
た。京都でもクラブチームが参加できるようにと、実
業団連盟を社会人連盟に改組しました。41年に社会
人リーグが発足、47年には参加チームが「100」の
大台に乗りました。
　その後、社会人リーグがさらに京都フットボールリ
ーグに名称を変更しました。現在のリーグは、協会傘
下の京都フットボール連盟が運営を主管しています。
連盟には、ＪＦＬの１チーム、関西リーグの３チーム
を含めて計235チームが加盟しています。京都リーグ
（231チーム）は１部から４部までのクラスに分かれ
ていて、１部は11チーム、２部はＡ、Ｂ、Ｃ３ブロ
ックで計24チームです。以下、３部と４部は、それ
ぞれＡからＩまでの９ブロックで試合をしています。

 全国にさきがけシニア層のリーグも

　別に、シニア層の京都スーパーリーグとして、35
歳以上のＡ、Ｂ両ブロック、40歳以上のＡ、Ｂ、Ｃ
３ブロック、50歳以上の１ブロックがあります。全
国にさきがけてつくったスーパーリーグは、年毎にチ
ームが増える傾向にあります。仮に30歳を過ぎて、
リーグに出場することが負担になってきた選手は、そ
れでサッカーと“お別れ”とならないようにしている
のです。スーパーリーグの試合は30分ハーフで楽し
めます。

この会報誌は、スポーツ振興くじ
助成金を受けて発行します

　京都フットボールリーグは、1966（昭和41）年に京都社会人サッカーリーグとして第１回大会を行い、
2015（平成27）年には第50回を迎えました。発足した年は24チームという記録が残っていますが、今年の
フットボールリーグは１部から４部までと、シニアのスーパーリーグを含め計231チームが加盟、４月４日に
開幕しました。この半世紀の間に、チーム数は約10倍と発展し、試合を楽しむと同時に、サッカーファミリ
ーとしての交流を図っています。
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　ＪＦＬ加盟の企業チームだった佐川印刷京都ＳＣは
2015年シーズンからクラブ化へ組織を変更、チーム名称
もＳＰ京都ＦＣに変わった。旧佐川印刷京都ＳＣは京都府
代表の単独チームとして国体優勝４回。2014年度ＪＦＬ
では２位だった。
　また、関西リーグ１部のアミティエＳＣ（写真）は、Ｊ
昇格という大きな目標を掲げ、ＮＰＯ法人の運営からトッ
プチームを株式会社とした。まずは、今年の関西リーグを
勝ち抜いてＪＦＬ入りを狙う。
　女子は今季から、なでしこリーグ１、２部とチャレンジ
リーグ（３部に相当）になった。12チームによるチャレン
ジリーグのバニーズ京都ＳＣは、越智健一郎ＧＭ、大木武
スーパーアドバイザー、岡田武史チームアドバイザー、千
本哲也監督の指導陣体制を固めた。チャレンジリーグで優
勝すれば２部に自動昇格、２位になれば、入れ替え戦に臨
む。

　京都サンガＦＣ、ＳＰ京都ＦＣ、バニーズ京都ＳＣの
ホーム試合で運営補助をするボールパーソン（ボールボ
ーイ、ガール）。本協会では、加盟の中学、高校チーム
に参加を呼びかけている。トップレベルの試合、選手を
間近に見られるとあって人気が高い。申し込みが多い場
合は抽選になっている。

心機一転のチーム

人気のボールパーソン

トピックス

の入れ替えを行います。１部は11チー
ムが１回戦制総当りリーグの後、その上
位４チームが決勝リーグを戦います。下
位のチームは、10位と最下位チームが
２部に自動降格。２部は、順位決定戦を
行った結果、１、２位の２チームが１部
に自動昇格します。さらに、１部の９位
と２部の３位が入れ替え戦を行うシステ
ムです。　
　京都リーグでは毎年、シーズン開幕前
に、各チーム代表者が出席するミーティ
ングを開きます。今年は３月８日に行
い、リーグ50周年を記念して各チーム
にドクターバッグ１個、当協会特製ネク
タイ１本を渡しました。試合の安全な運
営を確認し、サッカー発展への思いを新
たにしました。
　　　　　　　　　　
　京都フットボール連盟・
　　　　　山下和良運営委員長の話

　「京都リーグは、
バブル期に約330チ
ームに増えたことが
ありますが、現在は
230チームぐらいで
安定しています。シ
ニアチームはます
ます盛んになりそう
で、現在は50歳以上
が最高ですが、60歳
以上のリーグも視野に入ってきました。
連盟として、試合を運営するばかりでな
く、練習会場が確保できれば、加盟チー
ムに練習の場を提供したり、全国大会で
あるクラブ選手権、社会人大会、マスタ
ーズ大会への参加も推進しています」

山下和良運営委員長

回 開催年 優勝チーム

㉖ 1991 年 紫光クラブB

㉗ 92 年 日本写真印刷

㉘ 93 年 日本写真印刷

㉙ 94 年 京都紫光クラブ

㉚ 95 年 三菱自工京都

㉛ 96 年 教育研究社 FC

32 97 年 日本写真印刷

33 98 年 久御山 FC

 34※ 99 年 京都伏見蹴友会

35 2000 年 京都伏見蹴友会

36 01 年 ASラランジャ

37 02 年 ASラランジャ

38 03 年 京都府警

39 04 年 佐川急便京都

 40※ 05 年 久御山 F.C.

41 06 年 京都伏見蹴友会

42 07 年 久御山 F.C.

43 08 年 三菱自動車京都

44 09 年 三葉キッカーズA

45 10 年 三菱自動車京都

46 11 年 京都伏見蹴友会

47 12 年 三菱自動車京都

48 13 年 京都伏見蹴友会

49 14 年 京都伏見蹴友会

50 15 年 ？

回 開催年 優勝チーム

 ①※ 1966 年 三菱重工A

② 67年 京都市役所

③ 68年 京都市役所

④ 69年 三菱重工A

⑤ 70年 北嶺クラブ

⑥ 71年 京都朝鮮体育協会

⑦ 72年 京都朝鮮蹴球団

⑧ 73年 京都朝鮮蹴球団A

⑨ 74年 日本写真印刷

⑩ 75年 京都朝鮮蹴球団

⑪ 76年 京都伏見蹴友会

⑫ 77年 京都朝鮮蹴球団

⑬ 78年 鴨沂クラブ

⑭ 79年 京都朝鮮蹴球団

⑮ 80年 京都府警

⑯ 81年 日本写真印刷

⑰ 82年 京都朝鮮蹴球団

⑱ 83年 日本写真印刷

⑲ 84年 紫光教員

⑳ 85年 松下高槻

㉑ 86 年 京都朝鮮蹴球団

㉒ 87 年 京都朝鮮蹴球団

㉓ 88 年 京都朝鮮蹴球団

㉔ 89 年 日本写真印刷

㉕ 90 年 京都朝鮮蹴球団

京都フットボールリーグ（京都社会人サッカーリーグ）

※　第  1  回： 京都実業団サッカー連盟が京都社会人連盟に改名し、一般社会人クラブチー
ムも包括し「京都社会人サッカーリーグ」として24チームでスタート

　　第34回：シニアリーグ発足7チーム
　　第40回：京都フットボールリーグ　京都フットボール連盟に改称



　協会（四方信行会長）に加盟しているのは現
在、社会人の８つのクラブチームです。全体に高
齢化の傾向にあり、各クラブでは、若い選手の補
充が当面の課題になっています。以前から綾部Ｆ
Ｃが、市を代表すべき中心的なチームになってい
ます。府北部の綾部、福知山、舞鶴、宮津の四都
市体育大会や、府民総合体育大会・市町村対抗の
サッカー競技に出場します。府民総体では準優勝
した経験があり、選手のみなさんには、綾部ＦＣ
のユニホームに対して、これからも誇りを持って
ほしいですね。

市民サッカー大会で草の根活動

　綾部市では、毎年10月に市民サッカー大会を
開催しています。協会加盟チームだけでなく、一
般市民も自由に参加しますし、サッカーの草の根
活動にもなっていて、おおいに盛り上がります。
この大会では、さきほど述べた府民総体・市町村
対抗に出場する選手を選考します。
　北部地域は冬はグラウンド状態が悪い日が多い
のですが、フットサルをするなど、サッカーを楽
しんでいます。今後、協会としては社会人のチー
ムだけでなく、少年団など他の年齢層のチームを
どのように協会活動に入ってもらうかも課題と考
えています。（協会事務局の近澤豊明さん　談）

　久御山町は宇治市ともに、1988（昭和63）年の
京都国体のサッカー競技会場でした。現在は久御
山高校が強く、サッカー熱はさめていません。私
たちの協会には社会人の８チームが登録されてい
て、毎年、５月から11月にかけて総当りリーグ戦
をしています。会場は木津川河川敷のグラウンド
で、大雨のときなどはグラウンドが使えないこと
があり、運営は大変です。それでも、リーグ戦の
前にすべてのチームが集まって、それぞれのチー
ム事情に合うように試合日程を組み、みんなが楽
しめるようにしています。運営も試合もフェアプ
レーが定着しました。

社会人のリーグ戦、カップ戦を開催

　ほかに、久御山町総合体育大会のサッカー競技
を行い、こちらは「カップ戦」の位置づけです。
協会の活動としては、町内の少年サッカー教室か
らの依頼で指導者を派遣しています。府民総体・
市町村対抗サッカー競技は、協会で町内在住、在
勤の選手に呼びかけて選考セレクションもしてい
て、毎年30人ぐらい集まります。また、町の体
育館でフットサルができるようになり、協会主催
ではありませんが、協会加盟各チームの選手たち
が自主的なグループでフットサルを楽しんでいる
ようです。（曽束正一会長　談）

久御山町サッカー協会

　第33回京都招待中学大会（2014年12月開催）に、福島
県トレセンチームを招待した。東日本大震災の復興の一助
にと招待を始め、今回で４回目となった。大会は全部で35
チームが参加、試合のほかにも、夜は食事をしながらの交
流会を開いた。選手、指導者が参加し、試合で感じたこ
と、地域それぞれのサッカーの特徴など、話題は尽きなか
った。
　この大会は、日ごろはなじみのないチームと触れ合える
良い機会と考えており、開催が継続できるように関係先と
調整を進める。

　2014年の第37回府民総体（京都府体育協会など主催）
で、新たに50歳以上のマスターズ部門が登場。11競技が
行われたが、サッカーは府内７ブロックごとに選抜チーム
を編成し、トーナメント戦の試合を楽しんだ。７ブロック
は、北から丹後、中丹、南丹、京都市、乙訓、山城北、山
城南。試合は11月８、９日に丹波自然運動公園などで行わ
れ、京都市が決勝で山城北に３─０で勝ち、優勝した。
　従来からの市町村対抗競技のサッカーは、宇治市が優勝
した。

福島県トレセンチーム招待

府民総体のサッカー競技

綾部市サッカー協会
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京都・フットボール・ライセンシー・
アソシエーションが発足
　京都のサッカーの振興、会員の交流などを目的とし
た「京都・フットボール・ライセンシー・アソシエー
ション」（略称　Ｋ.Ｆ.Ｌ.Ａ）の設立総会を４月26
日、京都東急ホテルで開きました。発足会員は約130
人で、設立総会には約60人が出席しました。
　Ｋ.Ｆ.Ｌ.Ａの会員資格は、日本サッカー協会の公認指
導者や公認審判員、スポーツドクター、アスレチック
トレーナー、スポーツマネジャー、それに、京都府出
身（京都府在住）の日本代表経験者です。本協会の辻
淺夫会長、理事ら役員も会員になっています。以前、
コーチャーズ・アソシエーションという組織がありま
したが、また、新しい考え方のもとで発足しました。
　設立総会では、辻会長が、活動の主旨などを説明。
幹事10人を選出し、幹事長は小林進・本協会副会長
に決まりました。記念行事として、スポーツドクター
で、サッカーに深くかかわっておられる原邦夫先生が
講演しました。その後、懇親会を開き、京都のサッカ
ー発展へ思いを共有しました。
　なお、Ｋ.Ｆ.Ｌ.Ａの事務局は本協会内に置きます。
（写真は設立総会です）



最近の主な戦績 女子フェスティバル
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第１戦（平成26年11月23日）ホンダＦＣ　２─２　佐川印刷京都
第２戦（　　  同　　  29日）ホンダＦＣ　３─２　佐川印刷京都
（ホンダＦＣがリーグ優勝）

ＪＦＬチャンピオンシップ

決勝（３月28日）　立命館大学　２─１　京都産業大学
京都学生選手権

最終順位　京都ユースは5位、京都橘高校は８位、東山高校は
10位（東山高校はプリンスリーグに降格）

高円宮杯（Ｕ─ 18）プレミアリーグＷＥＳＴ最終日（平成 26年 12月７日）

京都サンガＦＣが勝ち点16（５勝２敗１分け）で初優勝
関西ステップアップリーグ最終日（平成26年 12月３日）

決勝（平成26年11月15日）京都橘高校　２─０　立命館宇治高校
全国高校選手権京都大会

２回戦（１月２日）　京都橘高校　３─０　第一学院高校
３回戦（１月３日）　京都橘高校　０─０　国学院久我山高校
　　　　　　　　　　　　　（ＰＫ３─１）
準々決勝（１月５日）　前橋育英高校　４─０　京都橘高校

全国高校選手権

決勝（２月22日）　久御山高校　２─０　立命館宇治高校
京都府高校新人大会

最終成績　京都府選抜が３勝１分けで３連覇
京都招待ユース（Ｕ─ 16）大会（３月 23、24日）

　全国高校選手権の京都大会は、決勝で京都橘高校が２
─０で立命館宇治高校に勝ち、３年連続４度目の優勝を
飾った。全国大会で京都橘高校は３年連続でベスト８に
進出。準々決勝では、前橋育英高校（群馬）に０─４で
敗れた。高校の新人大会は、決勝で久御山高校が２─０
で立命館宇治高校に勝ち、２年ぶり６度目の優勝を飾っ
た。４種のサンガカップ第37回少年選手権は、紫光が決
勝でＪ─マルカＡに２─１で勝ち、３年ぶり17度目の優
勝を決めた。
　京都招待ユース（Ｕ─16）大会で、京都選抜が３連覇
を達成した。

　2015年度チーム登録では、KICKOFFの新システム
への変更に伴いJFA IDの取得、保有資格の紐づけ等新
しい手続きをお願いしています。
　登録、KICKOFFに関する質問は下記JFAサービス
デスクへお問い合わせください。
月～金10：00～21：00（祝日除く）
　土　 10：00～17：00　　電話　050-2018-1990

　京都のトップチームを決める京都FAカップ2015決
勝戦（8月22日・西京極）では選手と共に入場するエ
スコートキッズとフラッグベアラーズを募集する予定
です。
　詳しくは、当協会ホームページに掲載（6月下旬）し
ます。

事務局から

　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。

暴力根絶にむけて

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

京都サンガＦＣは９位（勝ち点60、14勝18分10敗）
（Ｊ１昇格ならず）

J2

［１種］

各部門１位チーム▽１部　ＪマルカＡ▽２部Ａ　西陣中央Ａ
▽同Ｂ　大山崎Ａ▽同Ｃ　大住Ａ

セレマカップ第47回京都少年選手権Ｕ─12京都リーグ（最終日＝平成26年11月 24日）
［４種］

３位決定戦（２月１日）　暁Ａ　２─０　西野
決勝（同日）　　　　　　紫光　２─1　Ｊ─マルカＡ

サンガカップ第 37回京都少年選手権

第１戦　バニーズ　２─０　ジュブリーレ鹿児島
　　（チャレンジ15位）　　　　（参入決定戦２位）
第２戦　バニーズ　２─０　ジュブリーレ鹿児島
（バニーズはチャレンジリーグに残留）

チャレンジリーグ入替戦

［女子］

最終順位　洛北高校は８位
高円宮杯Ｕ─ 18プリンスリーグ関西最終日（平成 26年 11月 24日）

最終順位（１部３位までと２部以下の１位）
▽１部　①久御山高校②立命館宇治高校Ａ③福知山成美高校
▽２部Ａ　東山Ｂ　▽同Ｂ　福知山　▽３部Ａ　京都廣学館
Ｂ　▽同Ｂ　WizardsＦＣ　▽同Ｃ　教育大付属　▽同Ｄ　
南丹Ａ　▽同Ｅ　京都共栄　▽同Ｆ　菟道Ｂ　▽同Ｇ　久御
山Ｄ　▽同Ｈ　山城Ｂ

高円宮杯Ｕ─ 18リーグ 2014 京都最終日（平成 26年 11月３日）
［２種］

３年生グループ　京都府トレセンＵ─15が１位
２年生グループ　京都府トレセンＵ─14が１位

京都招待中学大会（平成 26年 12月 25～ 27 日）

最終成績　▽１部　①宇治ＦＣ②ＪマルカＦＣ③京都紫光ＳＣ
▽２部Ａ　ヴァレンティア　▽同Ｂ　ＦＣソルセウ　▽同Ｃ
　京都暁ＦＣ　▽３部Ａ　四条中学校　▽同Ｂ　山科中学校
▽同Ｃ　西城陽中学校　▽同Ｄ　大住中学校　▽同Ｅ　東輝
中学校　▽同Ｆ　同志社中学校　▽同Ｇ　大原野中学校　▽
同Ｈ　洛北中学校　▽同Ｉ　安祥寺中学校

2014 京都高円宮杯Ｕ 15リーグ（平成 26年１月～９月）

［３種］

2014年11月～2015年4月

　京都モーニングロータリークラブカップ2015第16回京
都女子サッカーフェスティバルは、３月21日から23日ま
で、太陽が丘と緑ケ丘で開かれ、年齢別の計31チーム、
選手約800名が出場した。女子サッカーは、日本のスポ
ーツ界でも注目される存在に成長し、今年６月にはＷ杯
（カナダ）が開催される。
　京都女子フェスティバルは、年間を通して最も規模が
大きい女子の大会に育ち、今回も、京都府内外のチーム
の好プレーが続いた。各カテゴリーの１位チームは以下
の通り。
▽Ｕ─12Ａブロック　おおつビクトリーズ　▽同Ｂ　北
上ＦＣ（京都府）　▽Ｕ─15　セレッソ大阪堺ガールズ
▽Ｕ─18　鳴門渦潮高校　▽大学　愛知東邦大学　
▽一般　FC VICTORIES


