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Ｕ -12から15へのステップ大切
　女子もＵ -12では男子と同じチームに所属し、練習
や大会出場を楽しむ機会があります。しかし、中学校
に進学すると男子との体力差も大きくなり、女子の
サッカー環境は急に狭くなる傾向があります。京都府
では、小学生年代である 4種登録選手は約5,800名、
そのうち女子は約340名ですが、中学生年代の 3種登
録選手は約5,200名、そのうち女子は約50人となりま
す。Ｕ -12からＵ-15にかけてのサッカー環境の“溝”
をどう埋めるかが一つの課題であり、取り組みを進め
ています。その実例を紹介しましょう。
　今年３月20、21日に、宇治市の太陽が丘で、第17
回京都女子サッカーフェスティバルを開催しました。
一般の部は「ユース」と「レディース」に分かれてい
ますが、ユースに中体連選抜というチームが初出場し
ました。中学校のサッカー部で男子と一緒にプレーし
ている女子は、山
城地区や京都市で
年に数回、練習会
を行っています。
そこに参加してい
る女子選手で特別
にチームを編成し、
フェスティバルに
出場しました。ユー
スには、京都精華
学園中学校、シュ
ピーレン文教ＳＣ、
京都聖母学院中学
校、高校（１年）選
抜Ａが集まり、中
体連選抜は実戦経
験を積むとともに、
同じ年齢層の選手との交流も図りました。
　大会２日目には、京都モーニングロータリークラブ
サッカー教室を開きました。チャレンジリーグに参戦
しているバニーズ京都ＳＣの協力を得て、ミニゲーム
などを行い、指導を受けました。

種別を超えた連携など必要に
　では、フェスティバル全体の内容を改めて紹介しま

す。Ｕ -12、10 のカテゴリーは三重、兵庫、大阪、奈良、
滋賀の５府県からチームを招き、京都と合わせて24
チームが参加しました。一般の部の出場は、ユースの
５チームは先ほど述べた通りで、レディースの５チー
ムは、女子連盟選抜、Ｓｍｉｌｅセレソン、京都暁フッ
トボールクラブ、大学選抜、高校（２年）選抜Ｂでし
た。リーグ戦の結果、ユースは京都精華学園中学校が、
レディースはＳｍｉｌｅセレソンがそれぞれ優勝しま
した。出場の女子選手は全体で約580人でした。各チー
ムの切磋琢磨に今後も期待し、種別を超えた協力、連
携が必要だ、という思いを新たにしました。

関西ガールズに京都から２チーム
　女子にとって大切なもう一つの大会を紹介します。
第 13回ＪＦＡ関西ガールズエイト（Ｕ -12）サッカー
大会が３月19、20日に、大阪のＪ─ＧＲＥＥＮ堺で開

かれました。2014
年度から小学生女子
選手の４種登録移行
があり、この大会
の形式が変わりま
した。現在、小学６
年生を対象にしてお
り、京都からは京都
府シルバー（女子ト
レセン選手で編成）
と、京都府ブルー
（トレセン以外の合
同）の２チームが参
加し、帯同スタッフ
も８人中、女性が５
人としました。大会
中、選手たちにアス

リートとしての心構え、サッカーのルールなどを教え
ることができました。
　大会全体では16チームが出場し、京都府シルバー、
ブルーはそれぞれ２日間で５試合を行いました。試合
以外にも、ＪＦＡナショナルトレセンコーチからいろ
いろな話を聞くことができ、選手たちは中学生年代へ
の良いステップになったと感じました。

（レポート・増田志乃）

　南米大陸で初めて開かれるオリンピック大会「リオ五輪」（８月５～21日）が近づい
てきました。次はいよいよ「東京五輪」です。スポーツ熱の一層の高まりが期待され、サッ
カーでは、「女子」と「キッズ」の普及に注目が集まります。日本では人口の減少、あるいは伸び悩み傾向に
ありますが、サッカー人口をさらに増やすには、女子とキッズを重点にと、日本サッカー協会（ＪＦＡ）も考
えています。そこで、京都府での現状、取り組みなどを、それぞれの担当者からのレポートをもとに紹介します。
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「育成年代の連携指導」学ぶ

地域レフェリーアカデミーへ向けて

キッズ

トピックス

「子どもの笑顔」が京都の財産
　キッズ年代は、サッカーを通して体を動かすことで
スポーツの楽しさが実感でき、友だちとの仲間づくり
に役立つことが大切です。そのために、子どもたちに
向けてしっかりとした指導コンセプトをもたなくては
なりません。キッズ委員会では、事業の３本柱を「フェ
スティバル」、「巡回指導」、「キッズリーダー講習会」
と決め、それぞれの担当が取り組んでいます。
　

府内５カ所でフェスティバル
　フェスティバルは、京都府の北から南まで５地域で
行っています。京都市内では、世界文化遺産の上賀茂
神社の芝生広場をお借りして、毎年９月に開催します。
Ｕ─６、８、10の各カテゴリーや、レディース、お父さん、
お母さんらを含む350人のサッカーファミリーが参加
します。サッカーだけでなく、2019年に日本でワー
ルドカップを開くラグビーにも興味をもち、遊びの中
で楽しめるプログラムもあります。
　また、京都サンガの育成担当者に、最近のサッカー、
スポーツのあり方などについて講演してもらったり、
幅広い取り組みを心がけています。
　府下の５カ所でも、適当な時期を選び、芝生の球技
場、体育館などを会場にフェスティバルを開きます。
当協会キッズ委員も会場に出向いて地域との交流を
図っています。

巡回指導も府内一円で実施
　平成27年度、巡回指導は府内を４つのエリアに分け
て、幼稚園・保育園計約71園で514回実施しました。
参加してくれた幼児・園児さんは延べ１万8800人に
及びます。この事業には、株式会社エルハウジングか
ら協賛をいただいています。今後巡回した幼稚園・保
育園などの子どもたちに集まってもらい、交流会を開
いていきたいと考えています。

京都文教短大では授業でリーダー講習
　ＪＦＡ公認キッズリーダー講習会は、昨年度６回実
施しました。特に女子サッカーに取り組んでいる京都
文教短期大学では、授業のカリキュラムに取り入れて
いただき、毎年、学生約80人が受講しています。今後、
キッズのさまざまな事業で、受講者の方々にお手伝い
をしてもらえれば、と楽しみにしています。

◇

　以上が、事業３本柱の概要ですが、他にも、Ｕ─８、
９のキッズサッカーリーグを京都信用金庫から協賛を
いただいて「京信リーグ」を実施しています。フット
サルコートを使い、年間、延べ4700人が参加します。
　キッズは、協会としては登録制度の外にある年代で
す。サッカーに興味を持つ潜在的な子どもの数など、
把握しきれない部分があり、事業、催しの告知も苦労
します。京都市では子ども向けの各種事業を展開する
「土曜塾」がありますが、その広報誌に、我々サッカー
協会のキッズ事業を掲載しています。
　各方面のご支援を得て事業３本柱などを発展させ、
子どもたちがサッカーを好きになり、大きな夢を持っ
てもらいたいと考えています。私たちのキーワードは
「子どもの笑顔」です。サッカーを楽しむことにより
多くの子どもたちの笑顔が家庭や社会を明るくし、将
来の夢を求めて努力する子どもたちを増やせればと
思っています。

（キッズ委員長　道越隆夫）

　「第３回京都ＦＡフットボールカンファレンス
2015」（協会技術委員会主管）を昨年12月19、20両
日に京都外国語大学と、宝が池球技場で開きました。
今回のテーマは「育成年代の連携指導」で、各種別の
指導者ら約240人が参加し、日々直面する指導の課題
や疑問を出し合いながら、アドバイスを受けるなど中
身の濃い研修となりました。
　初日は、京都橘高校の米澤一成監督から指導の経験
談を聞き、ＪＦＡのＳ級審判インストラクター、片山
義継氏を囲んで「信頼できる審判」について意見交換
しました。さらに、京都サンガの元選手、コーチ陣ら
が加わり、ディスカッションや分科会で指導のコツな
どを学びました。
　２日目は、ＪＦＡの山口隆文・技術委員長が映像を
見せながら講演。京都府トレセンＵ─14が行ったア
イルランド遠征（2015年 8月）の報告、各トレセン

の課題などを話し合いました。
　次回は2017年12月の開催を予定しています。

　「ＪＦＡレフェリーキャラバン in 京都」が2015年
12 月５、６両日に、太陽が丘で開かれました。キャ
ラバンは、日本協会審判委員会が全国の都道府県を毎
月巡回し、将来構想にある「地域レフェリーアカデ
ミー」を構築するための催しです。今回の京都開催で
は、約60人が参加。かつて京都協会で活動していた
小幡真一郎・日本協会審判副委員長ら３人が講師を務
めました。
　京都としてのテーマは、若手審判員を育成する審判
インストラクターをいかに増やし、資質を高めていく
か、という内容でした。審判員とインストラクターの
コミュニケーションの取
り方や、試合中の実際の
判定技術などについて有
意義な学習になりました。
今後の若手審判員の育成
に向けて大きなはずみに
したいと思います。
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「2016年競技規則が大きく変わる！」
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　当協会は昭和58年に発足、平成23年にＮＰＯ法
人（五十川繁会長）となり活性化しています。特
に、子どもたちへのサッカー普及に力を入れてい
ます。毎年、５月から翌年３月にかけて、「宝が
池少年フットサルリーグ」を主催しています。Ｕ
─12、11、10の３つのカテゴリーで計30チーム
が出場し、それぞれ総当たりリーグ戦です。試合
は30分（10分３回）で行い、日ごろはベンチの子
どもたちも試合に出られるようにしているので、
保護者のみなさんからも喜ばれ、盛り上がりま
す。

サッカーの楽しさ、子どもたちへ

　さらに低年齢のＵ─８も５月から１年かけて
「かんぽカップ」を開催、また、冬にはＵ─10
の８人制のトーナメント戦「洛北カップ」があり
ます。支援をいただいている洛北ロータリークラ
ブのエリアである左京、北、上京区から参加チー
ムを募ります。２月ごろに、「順正」協賛でＵ─
12、11、10フットサル・トーナメントも１日で
行っています。
　京都市内の大人のチームは府サッカー協会に登
録しているので、市協会への二重の登録はありま
せんが、府民総体・市町村対抗や、ねんりんピッ
クの京都市チームの編成、派遣を行っています。

　城陽市サッカー協会（筒井正己会長）は15年
ほど前に設立しました。社会人は８チームが所属
しています。少年チームは京都城陽ＳＣ、富野の
各サッカークラブ、ＦＣソルセウ、京都古川サッ
カースポーツ少年団の４チームです。中でもＦＣ
ソルセウはフットサルにも力を入れています。ま
た、各チームに女子が入っています。城陽ＳＣと
ソルセウはＵ─15も活動中です。大会は社会人の
場合、４月から９月まで城陽市民総体として総当
たりリーグ戦があります。続いて、協会長杯のリ
ーグ戦を前期、後期に分けて行います。

近隣６市町で社会人Ｎｏ.１を決定

　この協会長杯の優勝チームは毎年３月第１日曜
日に八幡市で開くサウスチャンピオンズ杯に出場
します。これは、長岡京市、向日市、宇治市、八
幡市、久御山町から代表１チームが集まり、ナン
バー１を決めています。
　子どもたちは12月にＵ─12（６年生）の協会
長杯大会があり、招待を含む８チームが出場しま
す。３月にはＵ─９（３年生以下）の交流大会を行
っています。協会の主催以外に、城陽市スポーツ少
年団本部長杯が４年生、城陽高校カップが５年生を
対象に開催してくれています。今後は人工芝の正規
サッカーグラウンドがほしいところです。

（安村健治事務局長　談）

　国際サッカー評議会（ＩＦＡＢ）から 2016 ／ 17
年の競技規則改正について通達がありました。国際的
には６月１日から有効となっています。国内の大会で
の施行日程は別ですが、注意してください。改正は非
常に多岐にわたりますが、最も大きな改正は「三重罰」
です。ペナルティーエリア内での決定的な得点機会の
阻止に対して①相手にＰＫを与える　②反則の競技者
は退場　③その競技者の次試合出場停止　という三重
罰が、以下のように改正されました。（従来の退場が
警告になった場合、③の次試合出場停止もなくなる）

【第12条　ファウルと不正行為 :
　　　　　決定的な得点の機会の阻止】
　競技者が、意図的にボールを手や腕で扱う反則によ
り、相手チームの得点または決定的な得点の機会を阻
止した場合、反則が起きたところにかかわらずその競
技者は退場を命じられる。
　競技者が自分のペナルティーエリア内で、相手競技
者に対して反則を犯し、決定的な得点の機会を阻止し、
主審がペナルティーキックを与えた場合、反則を犯し
た競技者は、次の場合を除き、警告される。
◎ 相手競技者を押さえる、引っ張る、または押す反則

を犯す。
◎ 反則を犯した競技者がボールをプレーしようとして
いない、または、その競技者がボールに挑む可能性
がない。

◎ 反則がフィールド上のどこであってもレッドカード
で罰せられるものであるとき。

　（例えば、著しく不正なプレー、乱暴な行為など）
　これらのいずれの状況においても、反則を犯した競
技者は退場を命じられる。
【その他の改正（概要）】
◎ 靴など用具の交換でフィールドを離れた競技者は、
第４の審判員や副審がその用具を点検できた場合、
ボールがインプレー中であっても主審の承認後、
フィールドに復帰できる。

◎キックオフはどの方向にボールをけっても良い。
◎ 警告、退場を伴う反則を受けて負傷した競技者は、
フィールド内で短時間の医療的処置を受けることが
でき、可能ならそのままプレーすることができる。

◎ ＰＫにおいて、ボールがけられる前にゴールキー
パーがゴールラインから離れるなどの違反を犯し
得点にならなかった場合、ゴールキーパーは警告
される。

ＪＦＡホームページで詳細の周知徹底を
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2015年11月～2016年4月 『2016京都サッカーファミリーフェスティバル
／ＪＦＡフットボールデーin京都』開催！！

　熱中症を警戒すべき季節です。日本サッカー協会は
「熱中症対策ガイドライン」を策定し、試合時間の調
整や、試合中に飲水タイムをとり、Cooling　Break
を行うことなどを指導しています。試合の運営者だけ
でなく、選手の皆さん一人一人が十分に体調管理を行
ってほしいと思います。環境省『熱中症予防情報サイ
ト』（以下のアドレス）も参考にしてください。
（http://www.wbgt.env.go.jp/heatstroke.php）

事務局から

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F.C.は17位（12勝16敗14分）（J１昇格ならず）
１種　J２

SP京都FCは6位（14勝8敗8分）
１種　JFL

決勝（3月26日　西京極）立命館大学　1－ 0　同志社大学
１種　京都学生選手権

1部　1位　久御山FC　2位　京都伏見蹴友会
2部　1位　京都府警    2位　三菱自工京都

１種　第50回京都フットボールリーグ2015

決勝（3月20日）ユーエフシーシニア　1－ 0　1986久御山
１種　第16回京都シニア大会

最終順位（1部3位までと2部、3部の1位）
1部　　①久御山A　②福知山成美A　③立命館宇治A
2部A　山城A　　 2部B　京都廣学館A　
3部A　立命館　　3部B　京都両洋B　　3部C 峰山
3部D　同志社　　3部E　綾部　　3部F 京産大附B
3部G　京都外大西A　　3部H　同志社国際　
3部 　 東山D　　3部J　東山C

２種　高円宮杯U-18リーグ2015京都

京都サンガF.C.U-18は7位、京都橘高校は10位
（京都橘高校はプリンスリーグに降格）

２種　高円宮杯U-18プレミアリーグWEST

東山高校は7位（高円宮杯U-18京都へ降格）
２種　高円宮杯U-18プリンスリーグ関西

決勝（11月14日　西京極）
京都橘高校　1－ 1　洛北高校
　　　　（PK6－ 5）

２種　第94回全国高校選手権京都府大会

決勝（2月21日　西京極）
京都橘高校　1－ 0　洛北高校

２種　京都府高校新人大会

1位　京都府選抜　（4連覇）
２種　第11回京都招待ユース（U-16）大会

1部　①京都Ｊ-マルカＦＣ②Vervento京都FC③宇治FC
2部A 木津南中学校   2部B 宇治FC2nd   2部C 神川中学校
3部A 桂中学校   3部B 大宅中学校   3部C 開睛中学校
3部D 亀岡FC   3部E 洛南附属中学校   3部F 蜂ケ岡中学校
3部G 立命館中学校   3部H 花山中学校   3部  立命館宇治中学校

３種　高円宮杯U-15リーグ2015京都（平成27年1月～9月）

1年生グループ　1位奈良県トレセン　京都府トレセンは4位
2年生グループ　1位奈良県トレセン　京都府トレセンは2位

３種　第34回京都招待中学大会（平成27年12月25日～27日）

各部門1位チーム　府リーグ1部前期 大住A　同後期 西野A
2部A前期 Jマルカ　同後期 福知山　2部B前期 西野A
同後期 修学院　2部C前期 葵　同後期 西京極

４種　セレマカップ第48回京都少年選手権U-12京都リーグ

決勝（11月23日　太陽が丘）京都紫光　4－１　御蔵山R
４種　第39回全日本少年大会京都府大会

決勝（2月6日　西京極）京都紫光　2－ 0　太秦A
４種　サンガカップ第38回京都少年選手権大会

バニース京都SC　4位（5勝6敗4分）
女子　プレナスチャレンジリーグ2015WEST

最終順位　1部　①Prosciutto　②Doppietta Futsal Club
③JPD kerubito Futsal Club　2部　京都大学FC　ARI
3部　Don Juan30

フットサル　第18回京都府社会人リーグ

協会に協賛、支援をいただいている会社紹介
　当協会の各種事業、大会の実施に対して、多くの会
社様、法人様から多大なご協力をいただいています。
この会報を通して日頃の感謝の意をお伝えするととも
に、今後ともよろしくお願い申し上げる次第です。
【ご協賛】（順不同）
株式会社エルハウジング　　　京都信用金庫
京都洛東ロータリークラブ　　日本ハム株式会社
京都京洛ライオンズクラブ　　京都新聞販売連合会
雪印メグミルク株式会社　　　株式会社フェニックス
堀場製作所　　　　　　　　　ＪＡ共済連京都
株式会社オーヤマハウジング　佐川印刷株式会社
株式会社セレマ　　　　　　　京都サンガF.C.
京都モーニングロータリークラブ
【ご支援】（順不同）
株式会社スポーツ館ミツハシ　株式会社ミカサ
株式会社モルテン　　　　　　加茂商事株式会社 
全労災　京都府本部　　　　　サッカープロショップ J
株式会社京都新聞COM
株式会社モリヤマスポーツ
J：COM 京都みやびじょん

以上　2016年3月31日現在
　引き続き新たな支援企業を募集する活動を行ってま
いります。

　9月25日京都府一円で『2016 京都サッカーファミ
リーフェスティバル /JFAフットボールデー in 京都』
が行われます。京都府サッカー協会として「わたくし
たちは、サッカーをできる喜びに感謝し、府民・市民
がサッカーに親しみ、楽しんでもらいサッカー・スポー
ツを通して、人と人との「絆」を深めていくことを宣
言します」というメッセージを掲げ、試合やイベント
を行います。メイン会場は、京都市西京極総合運動公
園で、キッズサッカー教室や、女子ミニゲーム、「AED
の講習会」等を予定。また、各カテゴリーの試合前に
はバナーを掲げ宣言文を読み上げ、写真撮影を行って
から試合に入ります。
○主会場　　西京極総合運動公園
○主な内容　各カテゴリーの試合、サッカー教室
　　　　　　ＡＥＤ講習会など
○Ｊ２観戦　 当日、京都府サッカー協会登録者は、京

都サンガｖｓ北九州の試合に招待いたし
ます。


