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村山義彰新会長 ご挨拶
この度、一般社団法人京都府サッ
カー協会会長に就任いたしました。
これまで先輩諸兄のご尽力によっ
て発展してきました京都のサッ
カーですが、施設不足、登録人数
の減少など、まだまだ多くの課題
があるのも事実であります。
私はサッカーを愛する仲間のみなさんとともに力を
合わせ、課題の一つ一つに正面から真摯に取り組んで
いく所存であります。
どうかよろしくお願いいたします。

ＪＦＡタウンミーティング
京都開催で「夢」語り合う
公益財団法人日本サッカー協会（ＪＦＡ）が全国
47都道府県サッカー協会と共同で実施している「Ｊ
ＦＡサッカーファミリータウンミーティング」が５
月27日（土）に、ハートピア京都（京都府立総合社
会福祉会館）で開かれました。全国23番目の開催で、
京都府のサッカーファミリー約70人が参加。ＪＦＡ
の田嶋幸三会長を迎え、今後の日本サッカー界の発展
のために、ＪＦＡと地域とがいかに連係を深めるかな
ど、活発な意見交換を行いました。

本協会は 2017 年６月26日に
定時総会と理事会を開き、下記
の通り平成29、30年度の役員
を決めました。新会長に村山義
彰前副会長が就任しました。
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続いて、田嶋会長が「日本サッカーの発展に向けて
〜サッカーファミリーの皆様とともに〜」というテー
マで講演しました。ＪＦＡの存在意義や、各種日本代
表の最近の活動、今後、ＪＦＡとして取り組んでいく
「障がい者サッカー」や「育成日本復活」などについ
て、
映像を使いながら熱っぽく語りました。
京都府サッ
カー協会に対しては「各都道府県協会の自立なくして
ミーティングは、ＪＦＡ47都道府県 / ９地域ＦＡ
日本サッカーの自立はない」と自主運営できる体制づ
担当部の荒谷潤部長（京都出身）が司会を務めました。 くりに期待を寄せました。
「ＤＲＥＡＭ〜夢があるか
最初に、京都府文化スポーツ部の文化・スポーツ施設
ら強くなる〜」のスローガンを合言葉に、サッカー発
整備担当の山本敏広理事が、亀岡市に建設を進めてい
展へ、ともに歩んでいくことを約束。吉田松陰の格言
る新スタジアムの施設概要を説明しました。商業施設 「夢なき者に理想なし、理想なき者に計画なし、計画
も併設したサッカー（球技）専用スタジアムの完成予
なき者に実行なし、実行なき者に成功なし、故に、夢
想図が示され、期待がふくらみました。
なき者に成功なし」で締めくくりました。

【 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 JA 共済連京都
京都モーニングロータリークラブ 佐川印刷株式会社 日本ハム株式会社 京都洛東ロータリークラブ
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 （2017.5.30 現在）
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活発に意見交換や質疑応答
さらに、 現場からの声 として、出席者との意見
交換会、質疑応答を行いました。特に京都府内でサッ
カー場が不足している点に多くの意見があり、京都府
サッカー協会の辻淺夫会長
（当時）
は
「施設については、
（今後も）頑張らねばならないことを痛感した」とコ
メントしました。参加者からの主な意見、質問、要望
などは次の通りです。
◎良い選手の基準とは何か
◎日本、京都からの指導者の海外派遣の活性化および
帰国後の経験のフィードバックについて
◎経験の浅い審判員が、１人で８人制試合を担当する
難しさ
◎ユニフォーム規程における、ローカルルールの柔軟
な適用

◎障がい者日本代表のユニフォームについて
◎指導者講習会の現場講習をもっと増やしてほしい
◎子供たちがプロ選手と触れ合える機会をもっと増や
してほしい
◎指導者資格の維持しやすい環境の工夫（リフレッ
シュ研修会開催情報の入手）
◎地域のボランティアスタッフの環境について
◎ウェルフェアオフィサーについて。プロでも導入し
てはどうか？
なお、開催当日は西京極補助競技場で、プレナスな
でしこチャレンジリーグのバニーズ京都ＳＣ対アカデ
ミー福島の試合、西京極陸上競技場で、京都サンガ
F.C. 対ＦＣ岐阜の試合があり、ミーティング開始前
に協会関係者が観戦しました。

参加し楽しんでみよう〜
【フットサル】〜シュート連発の魅力も
いろいろな世代で気軽に始められ、楽しめるフットサル。京都でも、男女や年齢別の各全国大会の予
選が行われ、本大会で活躍しています。リーグ戦は、社会人が１部〜３部、そして女子も行っています。
稲垣繁博フットサル委員長が現状や展望をレポートします。
スモールフィールドを使い、５人制で行うフットサ
ルは、一つひとつのプレーの繊細さや正確なパス回
し、トラップなど高度なテクニックが要求されます。
全員がすばやく攻守に関わらなければならないスピー
ディーな展開、多いボディ
コンタクトなどは魅力の
一つといえるでしょう。短
い時間の中で、多くのゴー
ルチャンスが生まれる面
白さもあります。
現 在、 全 国 大 会 に つ な
が る 京 都 府 予 選 は、 少 年
少女を中心としたバーモ
ントカップ、Ｕ―15 男子と女子の大会、Ｕ―18 大会、
大学選手権大会、全日本女子大会、全日本フットサル
大会と、各カテゴリーにあります。京都のチームは
年々、レベルアップしており、一昨年の大学選手権大
会では同志社大学フットサルクラブ TREBOL が全国
優勝しました。同チームは昨年の社会人選手権大会で
も、大学チームとして初めて全国大会に出場し、プロ
の F リーグチームとも対等に戦いました。昨年のＵ
―15 女子大会では、京都精華学園中学校が関西で優
勝し全国大会に出場するなど活躍が目立ちます。

ファミリーで楽しむ機会に
大会だけでなく、大人と子供たちが一緒にフットサ
ルを楽しみ、合間には京都サンガ F.C. のご協力も得
てクリニックを行うなど、京都府内各所でファミリー
フットサルフェスティバルを開催しています。
京都府内では、体育館など試合会場を確保するのが
困難で、委員会としては今後の大きな課題の一つです。
フットサル大会を開催する日は、委員会メンバーが早

朝から会場入りし、体育館フロアにラインテープで
フィールド枠をつくることから始めます。ゴールや得
点ボード、オフィシャル席、チームベンチ、ボールボー
イ用椅子なども設置します。また、館内の時計や窓ガ
ラスなどがボールで割れな
いようマットで保護するこ
とも必要です。試合前には、
チーム代表や審判を集めて
マッチコーディネーション
ミーティングを行い、ユニ
フォームチェックや試合上
の注意事項等を入念に確
認、体育館使用上の注意や
マナーなどもしっかりと伝えます。
試合では、サッカーを中心にしてきている選手がフッ
トサル独特のプレーに戸惑う場面もありますが、学ん
だ技術や戦術はサッカーのレベルアップにも良い影響
を与えると思います。ゴールチャンスが多いので、ゴー
ルした経験が自信につながり、指導者からは「成長につ
ながっている選手もいる」という声が聞こえています。
実際の大会の一つを紹介します。
「Ｕ―18 全国大
会京都府予選」を５月27日、八幡市民体育館で開き、
18チームが参加をしました。全国大会に出たことも
ある久御山高校に注目が集まる中、本格的にフットサ
ルを練習してきた高校チームもあり、迫力あるプレー
は会場を大いに盛り上げてくれました。大会は協会
ホームページでも告知しているので、見てください！

サッカー、フットサルを両立
今後も、フットサル情報を得る⇨観る⇨応援する⇨
やってみる、という流れをつくり、身体を動かす一つ
のきっかけにしてほしいと思います。サッカーとフッ

「フットサル審判に挑戦しませんか」

小曽根潮さん（1 級審判、フットサル 1 級）から

トピックス
選手、指導者、保護者一堂にトレセン開校式
トレセン開校式を５月13日、京
都外国語大学森田講堂で開きまし
た。毎年、選手、指導者、保護者
ら計800人以上が集まり、「強化」
への決意を高め、
「絆」を結ぶ機
会になっています。このようなトレセン開校式の開催
は全国的にも珍しいことです。
トレセンは年代別で編成し、27のカテゴリーで総
勢620人が府内全域から選ばれました。指導者は計約
130人が担当します。練習は月２回程度（カテゴリー
により異なる）行っています。

市町の各協会と定期的に話し合い
府内には現在、13の市町にそれぞれサッカー協会
があります。地域ごとにサッカーファミリーが広がっ
ていますが、府協会と３か月に１回のペースで会議を
開いています。京都府民総合体育大会が主なテーマに
なりますが、他にも、いろいろな話題が出ます。

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︒

フットサルの審判の面白さを、サッカーとの比較
の中で考えてみましょう。「ピッチが狭い」ことで審
判と選手の距離が近くなり、スピード感はサッカー
よりもあります。ピッチ上の選手の 密度 はサッカー
の約４倍と高いため、ボディーコンタクトが多くな
り、審判としての必要な判断が２つ、３つと連続す
ることがよく起こります。審判とベンチの距離が短
いことも特徴です。
ピッチ上にいる審判は２人です。持っているのは
「笛と旗」ではなく主審・第２審判とも笛を持ってい
て、お互いを助けながら試合を運営することがとて
も重要です。さらに、第３審判、タイムキーパーと
ともに４人で試合を管理します。ファウルの累積や
リターンパスなどサッカーにないルールがあるので、
４人それぞれ重要な役割を担います。
公式戦ではフットサル独自の審判資格が必要です。
京都では、フットサル審判養成のための実技や競技
規則に関する学習会を実施しています。しかし、残
念ながらフットサル審判は、まだ十分な数とは言え
ません。みなさんも、大いにやり甲斐のあるフット
サルの審判をしてみませんか ?

が ん ば る 府内の協会

トサルの 両立 も可能だと考えています。最後に、
フットサル委員会ではビーチサッカー大会も開催して
おり、今年も６月18日に福井県和田浜のビーチをお
借りして京都府予選を開きました。
また、
障がい者フッ
トサル大会もお手伝いしています。９月に京都で開催
するレーヴフットサル大会では、関西一円から障がい
者の方々のチームを募ります。こうした様々な大会を
開催してまいりますので、今後ともご支援とご声援を
お願い致します。
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舞鶴サッカー協会
協会では、社会人（高校含む）、ジュニ
アユース（中学生年代）、ジュニア、そし
てフットサルが、それぞれ委員会として活
発にサッカーを楽しんでいます。今年は７
月に、悲願だった人工芝のピッチが西運動
公園に完成し、日々の活動に大いにはずみ
がつきました。年間行事としては、秋に舞
鶴選手権を行い、社会人など10チームほど
が出場します。社会人チームは選手権とは
別に、毎年春から冬にかけてリーグ戦を行
っています。フットサルも同じようにリー
グ戦を展開、16チームが１部と２部に分か
れて行います。
念願だった人工芝ピッチが完成
北部地域では毎年、舞鶴、宮津、福知
山、綾部の４市の社会人アスリートが複数
の競技で競う「４都市大会」という伝統の
大会があります。この大会には熱が入りま
すが、４種の少年団でも毎年、舞鶴市で４
都市交流大会を開いています。舞鶴ライオ
ンズクラブの支援をいただいており、舞鶴
からは５チームが出場します。今後も、継
続して盛り上げていきたいと思います。
舞鶴は、冬場が雪のためになかなか活動
しにくい面がありますが、東舞鶴ＦＣは
約40年間、京都フットボールリーグに定
着、１部に２度昇格しました。これからも
期待のチームです。
（荒木隆義・協会会長 談）

ＪＦＡ、京都協会で応援会議開催
ＪＦＡサッカーファミリータウンミーティング翌日
の５月28日、ＪＦＡの役員、京都協会の理事がウィ
ングス京都で応援会議を開きました。貴重な情報交換
の場になり、
京都協会の運営に生かしたいと思います。
主な出席者は、ＪＦＡから田嶋会長、赤須副会長、
47ＦＡ担当部・荒谷部長と本間氏、コミュニケーショ
ン部の永松部長代理、Ｊリーグから石井氏ら７人。京
都協会からは、辻前会長、村山現会長ら理事、事務局
員の計23人でした。会議では、京都府に関わる事業
の話やＪＦＡ主導で行われる TOYOTA のキッズ巡回
教室のプレゼンなども行われました。

京都で障がい者サッカーの予選会
第17回全国障害者スポーツ大会知的障害者団体競
技（サッカー競技）近畿地区予選会が５月27日、太
陽が丘の陸上競技場で行われました。近畿各地から集
まった８チームの仲間たちが集い交流しました。この
大会で優勝したチームは、第17回全国障害者スポー
ツ大会「愛顔つなぐえひめ大会」に出場するという目
標もあり、盛り上がっていました。
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最近の主な戦績

2016年11月〜2017年6月

1種 J２（2016年シーズン）
京都サンガF.C.は５位
（18勝9敗9分。J1昇格ならず）

４種 セレマカップ第50回京都少年選手権Ｕ―12リーグ
（前期最終日＝６月１８日。
各部の1位）
１部の前期 長岡京ＳＳ Ｇ
２部Ａ前期 桂坂
２部Ｂ前期 大住

1種 京都FAカップ2017第22回京都選手権決勝大会
決勝(4月8日、西京極)アミティエSC京都 ３−２ AS.ラランジャ京都

4種 第40回全日本少年大会京都府大会
決勝
（11月23日、
下鳥羽）
長岡京SS G 1−0 西京極

1種 第97回天皇杯全日本選手権
１回戦（４月23日）アミティエSC京都 ０−１ カターレ富山
２回戦（６月21日）アスルクラロ沼津 １−０ 京都サンガＦ.Ｃ.

4種 サンガカップ第39回京都少年選手権大会
決勝
（2月5日、
西京極）
西京極 3−0 長岡京SS G

1種 第67回京都学生選手権
決勝（３月26日、西京極）立命館大学 ３−０ 京都産業大学
1種 第51回京都フットボールリーグ2016
1部 １位 久御山FC
２位 高槻FC
2部 1 位 ドン・ファン
２位 京都市消防局
シニア 第17回京都シニア大会
1位 F.Cグランツ
2位 ユーエフシーシニア
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東山A ②立命館宇治A ③京都橘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 伏見工京都工学院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
2種 高円宮杯U-18プレミアリーグWEST
京都サンガF.C. U 18は6位
2種 高円宮杯U-18プリンスリーグ関西
6位 京都橘高校
9位 久御山高校
２種 Ｊリーグ・ユース選手権
準々決勝（11月５日）京都 ２─２（延長、ＰＫ６─５）福岡
準決勝 （11月13日）ＦＣ東京 ２─１ 京都
（京都サンガＦ.Ｃ. Ｕ 18は３位）

女子 プレナスチャレンジリーグ2016WEST
バニース京都SCは2位
（10勝4敗1分）
フットサル Super Sports XEBIO京都府フットサルリーグ2016
最終順位
（1部3位までと2部、
3部の1位）
1部 ①フゴウキョウト ②Prosciutto
③BGP Futsal Club Kitpow Kyoto
2部 gatt2008
3部 Rinnadoma

バニーズ京都ＳＣが「チャレンジ ＷＥＳＴ」で１位
バニーズ京都ＳＣは2017年シーズンで「チャレン
ジ ＷＥＳＴ」に所属、６チームによる３回戦制総
当たりリーグの結果、勝ち点33（10勝３分２敗）で
１位となった。順位決定戦は、ＷＥＳＴとＥＡＳＴ
の各１、２位の計４チームで９月にリーグ戦を行う。
チャレンジ１位は、なでしこ２部の 10 位と自動入
れ替え、チャレンジ２位は、なでしこ２部の９位と
ホーム＆アウエーで入れ替え戦を行う。
今季のバニーズ京都ＳＣは、第12節（７月１日、
太陽が丘）の福岡ＡＮ戦を前にサポーターと記念撮
影、この試合も２─１で勝利した。計15試合を戦い、
６チーム中、唯一２ケタ勝利を挙げ、「なでしこリー
グ（２部）」昇格へ期待が高まる。

２種 第95回全国高校選手権京都大会
決勝（11月23日 西京極）京都橘高校 1−０ 京産大附属高校
２種 全国高校選手権
１回戦（12月31日）市立船橋高校 １─０ 京都橘高校
2種 京都府高校新人大会
ベスト４ 京都橘高校 福知山成美高校 東山高校
京都廣学館高校
２種 近畿高校選手権
男子決勝（６月19日）大阪桐蔭高校 １─０（延長）京都橘高校
女子準決勝（６月18日）日ノ本学園高校 ６─０ 京都精華学園高校
2種 第12回京都招待ユース（U-16）大会
1位 広島県選抜 2位 京都府選抜
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 ①Vervento京都FC ②宇治FC ③京都Ｊ-マルカＦＣ
2部A バンディエラ暁 2部B 長岡京 2部C 宇治FC2nd
3部A 桂川中学校 3部B 木津中学校 3部C 東城陽中学校
3部D ACアンフィニ 3部E 南城陽中学校 3部F 大枝中学校
3部G 音羽中学校 3部H 旭丘中学校

京都シニア O‑60 が全国大会３位
「京都シニア O 60」チームは、６月３日から５日
まで、藤枝市で行われた第17回全国シニア（60歳以
上）大会に出場、３位と健闘した。大会には16チー
ムが出場、４チームずつ４組の予選リーグで、京都
シニアは３戦全勝で１位。続く準決勝では、優勝し
た千葉四十雀サッカークラブに０−２で惜敗した。
この大会、準決勝に京都と兵庫の２チームが残り、
関西のレベルの高さを証明した。

3種 第35回京都招待中学大会（平成28年12月25日〜27日）
3年生グループ 1位 滋賀県トレセン 京都府トレセンは5位
2年生グループ 1位 京都サンガF.C.U-15 京都市トレセンは3位
4種 セレマカップ第49回京都少年選手権U-12リーグ
（各部の1位）
1部前期 長岡京SS G 同後期 長岡京SS G
2部A前期 太秦A
同後期 巨椋B
2部B前期 長岡京SS W 同後期 アンフィニB

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

