vol.07
2016.11

〜広げようサッカーファミリー〜
この会報誌は、スポーツ振興くじ

テーマ「絆」、スローガン「広げようサッカーファミリー」を掲げ、9月25日（日） 助成金を受けて発行しています
に 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 を
開催しました。メイン会場は西京極補助競技場でしたが、京都府内全域の17カ所で催しを展開しました。協
会の全委員会、府内各地区のサッカー協会、そして、年齢別の全種別、女子、フットサルが集い、サッカーの
魅力を思う存分楽しみました。

今年度は、内容の一層の充実を図りました。従
来実施していたＪＦＡフットボールデー（ＪＦＡ
の創立日、９月 10 日）を発展、拡充させ、フェスティ
バル形式で実施しました。まさに、この文章の冒
頭にあるテーマ「絆」、スローガンの精神「広げよ
うサッカー
ファミリー」
を形にした
といえるで
しょう。
西京極で
は、 朝 か ら
シニアの試
合 を 行 い、
元気にフェ
スティバル
開幕を告げ
ま し た。 各
種別の様子
は後述しますが、京都市スポーツ会館では、ＡＥ
Ｄ講習会を実施しました。サッカーの指導者や保
護者の方々が真剣に受講し、安全に、安心してサッ
カーができる環境づくりに取り組みました。

この日の締めくくりは、京都サンガの F.C. の
ホームゲーム観戦でした。西京極での第 33 節、午
後５時４分にキックオフのギラヴァンツ北九州と
の試合（結果は０─０）を、フェスティバル参加
者ら約 2000 人がそろって観戦、応援しました。
参加者ア
ンケートで
は▽ボール
にいっぱい
さわれた▽
他のチーム
と交流でき
た▽４対４
の試合が良
か っ た ▽
サッカーを
続けたい─
などの声が
ありました。
サッカーを「する人」
、
「観る人」
、
「支える人」、
さらには「語る人」が、楽しく一日を過ごすこと
ができました。障がい者スポーツ、スポーツ全体
の振興など幅広い視点を持ち、来年度は、より一
層盛り上げていきます。

【 当 協 会 事 業 及 び 主 催 大 会 等 に ご 支 援 い た だ い て い る み な さ ま 】（ 順 不 同 ）
株式会社エルハウジング 株式会社オーヤマハウジング 株式会社セレマ 株式会社フェニックス
京都京洛ライオンズクラブ 京都サンガ F.C. 京都新聞販売連合会 京都信用金庫 全労済 京都府本部
京都モーニングロータリークラブ 京都洛東ロータリークラブ 佐川印刷株式会社 JA 共済連京都
株式会社堀場製作所 雪印メグミルク株式会社 京都醍醐ライオンズクラブ 株式会社スポーツ館ミツハシ
株式会社ミカサ 株式会社モリヤマスポーツ 株式会社モルテン 加茂商事株式会社 サッカープロショップ J
J：COM 京都みやびじょん
（2016.9.30 現在）
＜訂正並びにお詫び＞
前号で掲載しました「全労災 京都府本部」は、正しくは「全労済 京都府本部」でした。訂正してお詫び申し上げます。
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京都ＦＡ宣言文を発表

３種─リーグ戦を行いサンガ観戦も

「私たちはサッカーをできる喜びに感謝し、府民・市
民のみなさん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」
。これを各会場で試合前やイ
ベントの前に代表者が読みあげてスタートしました。

エスピータック（株）亀岡サッカー場で、
Ｕ ‑13 サッ
カーリーグ 2016 京都１部の試合を行いました。第１
試合のバンディエラ暁と京都紫光の両キャプテンが、
宣言文を読み上げ、試合毎に、フェスティバルの横断
幕を掲げて記念写真を撮りました。京都サンガ F.C. の
ホームゲームも観戦しました。

１種─シニアも元気に
フットボール連盟として太陽が丘第 2 競技場で 2 部
リーグ 2 試合とシニアリーグ２試合を行いました。２
部リーグの試合開始前に、両チームと審判が横断幕を
持って、記念の集合写真を撮りました。
また、下鳥羽球技場では関西社会人リーグ今季最終
節の２試合を行い、アミティエＳＣ京都、京都紫光ク
ラブ、ＡＳラランジャ京都が出場しました。各クラブ
所属のジュニア、キッズ年代の子どもたちが集まり、
エスコートキッズを担ったり、各チーム応援合戦をし
ました。試合後は選手と一緒にミニゲームなどで盛り
上がりました。
西京極補助では、50 歳以上のＪ ‑ マルカシニア、Ｆ．
Ｃフォックス、北嶺シニア、等龍Ｆ．Ｃの４チーム（計
50人）が「楽しく、ケガ無く、声は大きく、運動量は
小さく」をモットーに試合をしました。

２種─高円宮杯の試合を実施
京都サンガ F.C. の東城陽グラウンドで、高円宮杯
Ｕ ‑18 サッカーリーグ 2016 プレミアリーグＷＥＳＴ
の京都サンガ F.C. Ｕ ‑18 ｖｓガンバ大阪ユースの
試合を午後５時から行いました。結果は、ガンバが
２─０で勝利しました。

４種─クワトロ大会盛り上がる
西京極補助、岩倉東グラウンド、久我橋グラウンド
に男女計 120 人が集まり、
クワトロサッカー（４対４）
大会を行いました。普段とは違うチーム編成で交流を
図り、真剣なプレーの中から、ゴールやナイスプレー
に笑顔があふれていました。

女子─スクールとミニゲーム
Ｕ 12 年代とＵ 15 年代の接続を目指し、京都サン
ガ F.C. によるスクールと交流ミニゲームを行いまし
た。2014 年度より、Ｕ 12 の小学生女子選手は４種
登録に移行したため、Ｕ 15 の選手たちといっしょに
活動する機会が減りました。また、Ｕ 15 年代で女子
選手の人口が減少する「空洞化」が問題となってい
ます。そのため、Ｕ 12 年代からＵ 15 年代に繋がる
よう、小学生 30 人、中高生 80 人が参加しました。
続いて教室を開き、京都サンガ F.C. の普及部コーチ、
京都橘高校女子サッカー部の皆さんが加わり、華や
かでした。

キッズ─芝のグラウンド楽しむ
西京極競技場で、男女計 120 人が、サッカー教室と、
ミニゲームなどを楽しみました。Ｊリーグが使う天然
芝のグラウンドに子どもたちは大はしゃぎで、元気の
よい声をいっぱい出し、キラキラした表情を見せてく
れました。

外部評価委員会を開催

トピックス
Ｕ ‑19 日本代表の岩崎選手がサンガへ
Ｕ‑19 日本代表の京都橘
高校３年、岩崎悠人選手が
京 都 サ ン ガ F.C. に 入 り ま
す。10 月にバーレーンで開
かれたＵ‑ 19 アジア選手権
で、日本代表は初優勝を飾
りました。ストライカーの
岩崎選手は、この大会、５
試合に出場して３得点。決
勝のサウジアラビア戦もフル出場し、日本代表は０─
０の後、ＰＫ５─３で勝ちました。
岩崎選手はスピードとドリブル突破力などが特長。
現在のＵ‑ 19 年代の選手は 2020 年東京五輪の日本
代表の有力候補と期待されています。

当協会の運営および諸事業を、協会外から見て各界
の立場からご意見をいただき、各事業へ反映するため
に外部評価委員会を設けています。本年度も 11 月８
日に、4 名の評価委員の皆様から貴重なご意見やアド
バイスをいただきました。
外部評価委員は次の方々です。
（敬称略・順不同）
真山達志（同志社大学教授）
、西良夫（烏丸商事株式
会社代表取締役社長）
、堀場厚（株式会社堀場製作所
代表取締役会長兼社長）井上年央（元京都新聞運動部
長）松永敬子（龍谷大学教授）

当協会（藤村朋弘会長）の設立は1976（昭和
51）年で、40年の歴史があります。2016年度の
協会登録は社会人16、少年団４の計20チームで
す。登録以外のフットサル、小学生女子チーム
（少年団連盟登録）も頑張っています。社会人は
毎年５月から１月にかけて市協会の１、２部制リ
ーグ戦を行っており、１チームが８試合ほどでき
ます。市協会には大山崎町の大山崎ＦＣが加盟し
ており、昨年度はリーグ優勝しました。
男女４人の日本代表選手も輩出

八幡サッカー協会
協会（南本正弘会長）は昭和58年に発足しまし
た。現在、小、中学生、シニアは、それぞれ１ク
ラブずつです。３チームが活動中の社会人では、
八幡ＦＣが京都フットボールリーグ２部で頑張っ
ています。社会人は八幡市「Ｙリーグ」を２回戦
制で行っていますが、ときどき、向日市の１チー
ムがオープン参加してくれます。シニアは毎年秋
口に、八幡市長杯大会を開いていて、八幡ＦＣ
四十雀（しじゅうがら）と、近畿や、遠方からの
チームが集います。今年の大会で第25回となり、
16チームが参加しました。
Ｙリーグ、八幡市長杯など展開

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︒

毎年３月に長岡京市長杯大会を開催、今年は
12チームのトーナメント戦をしました。社会人
のトップチームは府民総体市町村対抗、府南部地
域サウスチャンピオン大会にも出場します。
少年団チームは長岡京市少年団本部長杯大会を
３月に開きます。５年生、６年生別に開催日を分
けますが、６年生は長岡京市の姉妹都市の「伊豆
の国市との友好交流大会」として開催、伊豆の国
市から１チームが来てくれます。日本サッカー協
会の方針に従い、少年チームが年間20試合ほど
行えるように努力しています。
長岡京市からは日本代表の家長昭博、宇佐美貴
史、女子代表の下小鶴綾、海堀あゆみ各選手を輩出
しています。グラウンド不足が悩みですが、さら
にサッカー熱を盛り上げていきたいと思います。

が ん ば る 府内の協会

長岡京市サッカー協会
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フットサルは、４チームが年間リーグの八幡サ
ッカー協会長杯大会を楽しんでいます。４月から
12月の間の６日間。市内の男山レクリエーショ
ンセンターにフットサル場があり、重宝していま
す。施設でいえば、馬場市民公園には、少年サッ
カーやグランドゴルフに使える天然芝のグラウン
ドがあります。八幡市体育協会などが整備しまし
たが、日ごろの手入れは、サッカー協会など利用
団体が全面的に協力しています。
協会の課題の一つは、少子高齢化の波の中で、
サッカーをする仲間をもっと増やしたいというこ
とです。子どもたちのチームにＯＢチームをつく
ってはどうか、などいろいろ話し合っています。

京都でキッズ ジョイントミーティング

赤川行男顧問に叙勲

関西キッズ ジョイントミーティングを９月 17 日
に花園会館で開きました。毎年、関西各府県の持ち回
りで開催し、京都会場の今年はキッズ委員会で実施し
ました。各府県のキッズ委員長、キッズ事業を担う皆
さん、JFA の北野孝一さん（JFA 技術委員会キッズ
プロジェクト・インストラクター）、当協会からは辻
淺夫会長や藤井健太ユースダイレクターが参加しまし
た。
京都 FA が取り組んでいる多くのキッズ事業を、他
府県の方々にも広く知っていただく事もでき、有意義
な会となりました。懇親会も開き、各府県との情報交
換では多くを学びました。子どもたちがより良くサッ
カーを楽しめる環境づくりに役立てたいと思います。

平成 28 年度秋の叙勲で、赤川行男顧
問が地方自治の功労により旭日小綬章
を受章されました。
長年地元八幡市会議員の要職にあり
ながら、副会長として当協会を支えて
いただいていました。

SMC サテライト講座
2016 年 SMC サテライト講座 in 京都が 10 月 15
日から 23 日まで、京都外国語大学で開催されました。
週末の 3 日間を利用し、京都府以外からの受講生が
半数以上を占め、全体で 11 人が参加しました。
内容は、
スポーツクラブや団体の運営管理について、
地方色を生かしたグループワークや意見交換を行いま
した。修了者には JFA スポーツマネジャー GRADE
Ⅱの資格が与えられました。
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最近の主な戦績

2016年4月〜10月

1種 京都FAカップ2016第21回京都選手権決勝大会
決勝（8月20日 西京極）京都産業大学 2−2（PK4−3）立命館大学
1種 天皇杯全日本選手権
1回戦（8月27日）京都産業大学 0−2 奈良クラブ
1回戦（8月28日）京都サンガF.C. 4−0 バンディオンセ加古川
2回戦（9月3日）京都サンガF.C. 1−2（ex）セレッソ大阪
1種 第23回全国クラブチーム選手権京都府大会
決勝（7月10日 洛西浄化）久御山FC ６−０ 京都伏見蹴友会
1種 第51回関西リーグ（最終順位）
Div.１ 2位 アミティエSC京都
8位 京都紫光クラブ
Div.２ 4位 A.S. Laranja Kyoto
女子 プレナスチャレンジリーグ2016WEST
バニーズ京都SC 2位（10勝4敗1分）
シニア

第15回全国シニア（50歳以上）サッカー大会

京都府代表
KYOTO
MAYUMARO FCが
全国制覇
決勝（6月27日 秋田市）
KYOTO MAYUMARO FC 3−1 福岡とびうめシニアサッカークラブ
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
男子決勝（6月5日 西京極）京都橘 4−2 洛北
女子決勝（5月15日 洛西浄化）京都精華 6−0 向陽
2種 京都府高校女子選手権 兼 全日本高校女子選手権京都府大会
決勝（9月18日 洛西浄化）京都精華 7−0 向陽
2種 高円宮杯U−18リーグ2016京都
最終順位（1部3位までと2部、3部の1位）
1部 1位 東山A
2位 立命館宇治A 3位 京都橘B
2部A 京都共栄A 2部B 立命館
3部A 久御山C 3部B 福知山成美B 3部C 京都共栄B
3部D 山城C 3部E 伏京工B 3部F 北稜A 3部G 大谷A
3部H 綾部 3部I 京都橘D 3部J 京都橘C
3種 高円宮杯U−15リーグ2016京都
最終順位（1部3位までと2部、3部の1位）
1部 1位 ヴェルヴェント 2位 宇治FC 3位 J-マルカ
2部A バンディエラ暁 2部B 長岡京 2部C 宇治2nd
3部A 桂川中 3部B 木津中 3部C 東城陽中
3部D ACアンフィニ 3部E 南城陽中 3部F 大枝中
3部G 音羽中 3部H 旭丘中
3種 第31回日本クラブユース選手権（U-15）京都府大会
決勝（5月14日 サンガタウン）
ヴェルヴェント 1−1（PK5−4）J-マルカ
3種 京都府中学校総合体育大会
決勝（7月30日 三段池）太秦中 3−0 桂中
4種 JA共済カップ第36回京都招待少年大会
決勝（7月24日 宝が池）東地区トレセン 3−1 大阪府セントラルトレセン
4種 平和堂カップ第40回関西少年選手権京都府大会
決勝（7月17日 宝が池）西京極 1−0 長岡京SS
4種 雪印メグミルクカップ第34回京都少年支部選抜大会（下級の部）
決勝（9月11日 八丁浜）左京支部 1−0 木津川支部
女子 第21回全日本女子ユース（U-15）選手権京都府大会
決勝（5月8日 吉祥院）Smileセレソン 1−1（PK4−2）京都精華学園中
女子 京都FAカップ2016第12回京都女子選手権 兼 第38回皇后杯全日本女子選手権京都府大会
決勝（8月20日 西京極）Smileセレソン 1−0 明治国際医療大学
女子 第20回全日本女子ユース選手権京都府大会
1位 AC.SEIKA
フットサル バーモントカップ第26回全日本少年選手権京都府大会
決勝（7月2日 西宇治）gatt2008U-12 5−4 JPDケルビト

フットサル 第12回全日本大学京都府大会
決勝
（5月29日 丹波自然）
同志社TREBOL 4−0 京大ARI
フットサル 第22回全日本ユース（U-15）京都府大会
決勝
（8月11日 山城勤労）
ソルセウ 6−3 木津南中
フットサル 第3回全日本ユース（U-18）京都府大会
決勝
（6月18日 山城勤労）
久御山C 3−2 久御山E

トレセンＵ ‑14 がデンマーク遠征
京都府トレセンＵ 14 選抜チーム（団長辻淺夫会
長、スタッフ 4 名、選手 17 名）が、７月 31 日から
８月８日まで、デンマークに遠征しました。同国の
エスビャウ市で行われた育成年代の国際大会 IBER
CUP DENMARK 2016 に 参 加 し ま し た。 大 会 は
U 11 〜 18 のカテゴリーに 150 チーム以上、U
14 カテゴリーではデンマーク、イングランド、ノル
ウェー、アメリカ等多くの国が参加。京都府トレセ
ンは、予選リーグ３勝１分の２位で、決勝トーナメ
ントへ。１回戦で、デンマークのクラブチームをＰ
Ｋ戦で制しましたが、準々決勝で「FC 東京むさし」
に０ ４で敗れました。この結果、ベスト８で大会を
終えました。選手たちは、国際試合の独特の雰囲気
を体験、また、慣れない食事や、ロストバゲージに
遭遇する等、いろいろな面で成長してくれたのでは、
と今後の成長を楽しみにしています。（技術委員会）

第 71 回国民体育大会近畿ブロック大会
本年度の近畿ブロック大会は 8 月 12 日〜 14 日の
3 日間、西京極（成年男子）
、宝が池（女子）
、太陽が
丘（少年男子）の 3 会場で開催しました。成年男子
と少年男子の 2 種別が本大会出場権を得ました。
▽成年男子（本大会に出場）
2 回戦（13 日）京都府１−１（ex）
（PK ５−４）兵庫県
代表決定戦（14 日）京都府 2 − 2（ex）
（PK12 − 11）奈良県
▽女子（本大会出場ならず）
1 回戦（12 日）
京都府２−０奈良県
2 回戦（13 日）
京都府２−６兵庫県
▽少年男子
（本大会に出場）
第 2 代表決定戦
（13 日）
京都府２−０兵庫県
◇◇◇◇◇本大会（岩手県）での結果です◇◇◇◇◇
▽成年男子
1 回戦（10 月 3 日）
京都府２−０北海道
準々決勝（10 月 4 日） 京都府１−２千葉県
▽少年男子
1 回戦（10 月 2 日）
京都府２−１山口県
2 回戦（10 月 3 日）
京都府０−１青森県
一般社団法人 京都府サッカー協会
〒 604-8205
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