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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

決勝（２月４日　西京極）
西京極０－０（ＰＫ４－３）紫光ＳＣ

サッカーは基本 1チーム 11名でプレーします。
そこで京都府サッカー協会としての方針を 11の実践として掲げました。協会の進むべき
方向を示し、また意識高く行動して参ります。

サッカーを通じて、判断する力を備えた
自立した青少年の育成を目指します。
サッカーでは常に判断を伴ったプレーが要

求されます。日々の生活から自分で判断して行動する
習慣を身につけ、自立した青少年の育成を図ります。

フェアプレー、リスペクトを徹底します。
フェアプレー精神とリスペクト（大切に思
うこと）を尊重し、社会正義の心を育てる

ため、あらゆる機会を通して啓発に努めます。

施設の拡大・充実を図ります。
選手たちが、安心・安全で快適にプレーで
きる環境の整備に努めます。更にグリーン

プロジェクトを推進して芝生化を積極的に推し進めま
す。

フットボールセンターを確立させ、
強化・育成の拠点づくりに努めます。
あらゆる情報を収集し、最適な環境整備を

行い、強化・育成の拠点づくりに努めます。
市町協会との連携を推進し、
サッカーファミリーの拡大に努めます。
連絡協議会を通してコミュニケーションを

図り、それぞれの課題の克服に向けて連携して取り組
めるよう努力します。

京都サンガF.C.（J2）やバニーズ京都SC
（なでしこ 2部）などトップチームとの連携
を図ります。

定期的な情報交換会を開催し、トレセン・国体強化・
指導者養成などの事業展開や試合のサポートなどで協
力関係を構築し、ともに成長する環境を整えます。

指導者並びに審判員の養成事業を推し進め、
資質の向上に努めます。
京都府内各地で養成講習会を実施し、指導

者や審判員の育成・強化・資質向上に努め、人的環境
の充実に努めるとともに、トップを目指す人材をサ
ポートします。

トレセンの充実を図り、世界で戦える選手
の育成に力を注ぎます。
絶えず世界基準を追い求め、選手の実態に

合わせた指導で着実な成長をサポートし、世界で戦え
る選手の育成に努めます。

サッカーを通じた国際交流を図ります。
青少年の海外遠征を実施し、世界を肌で感
じる経験を通して視野の広いグローバルな

選手の育成を図ります。またスタジアムや文化都市京
都の地の利を活用した国際交流試合を計画し、スポー
ツ文化の発展に努めます。

協会ガバナンスを確立し、
信頼される組織となります。
協会事務局の機能を高め、各委員会・種別

との連携を図り、効率的・機能的な事務局運営を目指
します。

全国大会の誘致に努めます。
スタジアムを中心とした環境の下で、青少
年～シニアの全国大会を開催し、レベルの

高いゲーム環境を提供することで夢を育て、サッカー
ファミリーの拡大を図ります。
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【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）
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第1回医学委員会セミナー開催

1 種社会人より、フットボール連盟新加入チーム紹介
トピックス

　2017 年度より、選手、保護者、指導者などサッカー
に関わる皆様に、スポーツする上で知るべき体につい
ての情報を提供する場としてスポーツ医学セミナーを
開催。2017 年 10 月 14 日、第 1 回目のセミナーは「ス
ポーツ栄養：明日から使えるスポーツ栄養講座～あな
たのトレーニングにプラスする！」と「スポーツ救命：
スポーツ現場での救急対応～正しく対応できますか？
～」でした。
　スポーツ栄養については、必要なカロリー、栄養の
種類、運動後に栄養を取るタイミング、栄養と回復と
の関係、年齢との関係など多岐にわたる内容で、特に
育成年代に関わる参加者にとって興味深いものでし
た。そして、スポーツ救命では、脳震盪、アナフィラ
キシー（アレルギー）、心肺蘇生について、注意すべ
き症状、発症後の経過、具体的な対処方法を含めて大
変わかりやすい内容でした。
　今後も定期的にセミナーを開催してまいります、是

　2018年度のフットボール連盟では新規参入が10
チームあります。そこで今季参入いただくチームの
１つをピックアップしてご紹介します。

　「現役引退」プロサッ
カー選手であれば誰も
が頭をよぎる年齢に差し
掛かり、このまま選手と
してのキャリアを終えて
良いものかと自問自答
してみる。「No Ball No 

Life」夢を追い、夢から趣味になった。「趣味だから
挑戦しない理由にならない」と、サッカー好きの仲間
が集まり、チーム結成までの時間は掛かりませんでし
た。" リーグ参戦は最大限の挑戦 "

非ご参加ください。詳細については京都府サッカー協
会ホームページをご参照ください。

　この度、京都出身の元日本代表選手である、今井敬三氏・
横谷政樹氏・松山吉之氏に「協会アドバイザー」に就任
していただきました。
　すでにご承知の方もおられるでしょうが、略歴を記
しておきます。

今井敬三氏… 洛北高校→同志社大学→藤和不動産（フ
ジタ工業）。同僚にセルジオ越後氏。日
本代表キャプテン。年間最優秀賞、ベス
トイレブン。

横谷政樹氏… 京都商業高校（現京都学園高校）→法政
大学→日立製作所でプレー。大学時代よ
り日本代表に選出。天皇杯優勝。

　この度、一般社団法人京
都府サッカー協会のアドバ
イザーに就任致しました松
山吉之です。
　古都京都の街から世界の
トップレベルで活躍できる

“選手の育成や強化”“サッ
カー文化の発展”またサッ
カーというスポーツを通じ

ての“社会貢献”の為に私自身の経験をひとつでも活
かすことができればと思っております。
　又、京都にはＪリーグで活躍しているクラブ、京都
サンガ F.C. があります。私自身もサンガ（当時：京

松山吉之氏… 山城高校→早稲田大学→古河電工・ガン
バ大阪・京都サンガ等でプレー。ガンバ
大阪等でコーチ。大学時代より日本代表
に選出。

　
　この様な素晴らしいキャリアをお持ちで、現在京都
市在住の 3 名の方々に対し、リスペクトする気持ち
を表すとともに、その経験されたことを協会としても
諸事業に活かしていただきたいと考え、この度アドバ
イザー就任をお願いしました。
　時間が許せば少年～シニアの試合内容のアドバイ
ス、講習会の講師、また幅広い人脈で JFA や各 J チー
ム、選手との接点となっていただくことなどを考えて
います。

都パープルサンガ）には 1997 年から 1999 年まで、
選手、コーチ、フロントスタッフとして所属しており
ました。
　2020 年春には、長年府民が待ち望んでいた、京都
府初、国際試合にも対応可能な青少年の夢と憧れの本
格的な球技専用スタジアムが、京都府亀岡市に誕生し
ます。そのスタジアムで、地元京都で育った選手が活
躍する姿を、サッカー関係者はもちろん府民誰もが期
待していると思います。
　今まで以上に、これからもずっとサッカーに関わり、
微力ながら京都府サッカー協会の力になりたいと思い
ます。どうか今後共よろしくお願いいたします。

京都府サッカー協会アドバイザーのご紹介（村山会長より）

松山吉之一般社団法人京都府サッカー協会 アドバイザー

チーム名／ TITONS F.C
スペイン語のティトス（おじさん）とアテント

（思いやり）を組み合わせた造語。



第29回全国レディースサッカー大会関西大会優勝「おいでやす京都」京都フットボールライセンシーアソシエーション講演会開催
　第29回全国レディースサッカー大会関西大会（2017
年11月5日、12日）に京都選抜チームの「おいでやす
京都」が出場しました。今大会は、女性がサッカーを
通じて友好と親睦を深め、女子サッカーが生涯スポー
ツとして発展することを目的に行われています。
　結果は全勝優勝で６年連続全国大会出場が決定しま
した。年齢を重ねても、ママさんになっても、生涯ス
ポーツとしてサッカーをする女性たちも徐々に増え
てきました。お子さんを
抱っこする姿はピッチと
違って微笑ましいシーン
でした。全国大会での活
躍に期待したいです。

　2018年 1月 8日、京都東急ホテ
ルにおきまして京都府出身の現在湘
南ベルマーレ監督の曺貴裁氏をお招
きし、講演会をおこなって頂きまし
た。人間力溢れるトークで、あっと
いう間に時間が過ぎていきました。
　曺氏は、洛北高校を卒業後、大
学を経て浦和レッズで Jリーガー
として活躍されました。

　ベルマーレの監督としては監督在任記録を塗り替え
続けて、今年で 7年目。運動量豊富でスピーディー
なサッカーを展開する卓越した指導力が魅力の監督の
話には「楽しかったし説得力があり、興味深く聴き入
ることができた！」などポジティブな感想がたくさん
聞かれました。

　2018 年 1 月20日、JR 亀岡駅から徒歩 3分の京
都スタジアム（仮称）建設地での鍬入れ式が行われ、
同日ガレリアかめおかで起工式も華々しく執り行わ
れました。京都府知事、亀岡市長の他、京都府サッ
カー協会からも村山会長を始め役員が参加。2019
年度の完成に向けて動き出しました。
　京都スタジアムは地上 4階建て、およそ 2万 1千
6 百席、客席全体を屋根が覆う設計となっており、

屋根には太陽光パネルが設置されます。ピッチライ
ンまでの距離は 7.5mと至近距離での観戦が可能で
す。大型ビジョンも 2つ設置され、メインスタンド
には選手の入場口やベンチ、VIP 席や個室付きテラ
ス席が設けられます。バックスタンド 4階にはスカ
イレストランがつくられ、ゆったりと観戦すること
ができそうです。

亀岡市に誕生する京都スタジアム（仮称）の鍬入れ式・起工式



最近の主な戦績
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2017年７月～2018年２月

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12位（14勝15敗13分。J1昇格ならず）
1種　J２（2017年度シーズン）

（各部の１位）
１部府リーグ前期 長岡京ＳＳ．　同後期 紫光ＳＣ　
２部Ａ前期 桂坂　同後期 西京極
２部Ｂ前期 大住　同後期 アンフィニ

４種　セレマカップ第50回京都少年選手権Ｕ―12リーグ

決勝（11月23日　下鳥羽）紫光ＳＣ２－０西京極
４種　第41回全日本少年大会京都府大会

決勝（２月４日　西京極）
西京極０－０（ＰＫ４－３）紫光ＳＣ

４種　サンガカップ第40回京都少年選手権大会

１位 左京支部　２位 北上支部　３位 右京支部
４種　雪印メグミルクカップ第35回京都少年支部選抜大会上級

バニーズ京都ＳＣは１位（順位決定戦で敗れて入替戦へ）
入替戦１回戦　バニーズ京都ＳＣ（４－２）吉備国際大学Ｃｈａｒｍｅ
入替戦２回戦　バニーズ京都ＳＣ（１－０）吉備国際大学Ｃｈａｒｍｅ
バニーズ京都ＳＣは、2018年シーズンより、なでしこ２部昇格

女子 プレナスチャレンジリーグ2017ＷＥＳＴ

１回戦　バニーズ京都ＳＣ ２－１ ニッパツ横浜ＦＣ
２回戦　バニーズ京都ＳＣ ２－３ ＡＣ長野パルセイロ

女子 皇后杯

【Division１】
　優勝：アミティエＳＣ京都
　・全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2017
　　→　1次ラウンド　予選リーグ1位通過
　　　　決勝ラウンド進出　4位

1種　第52回関西サッカーリーグ

【Division２】
　準優勝：ＡＳ．ラランジャ京都
　・2018年度1部リーグへ昇格
　
   6位：京都紫光サッカークラブ

　2017 年度の近畿ブロック大会は、８月 11 日～ 13 日の３日
間（兵庫県三木市）で開催しました。成年男子、少年男子、女
子と全ての種別が本大会へ出場しました。
成年男子第１代表戦　京都府 ２－０ 兵庫県
女子１回戦　京都府 １－０ 和歌山県
第１代表戦　京都府 １－０ 兵庫県
少年男子第１代表戦　京都府 ３－１ 滋賀県
本大会（愛媛県）での結果
成年男子　１回戦（10 月１日）  京都府 ０－１ 愛媛県
女子　　　１回戦（10 月２日）京都府 ３－０ 香川県
　　　　　２回戦（10 月３日）京都府 １－２ 愛媛県
少年男子　１回戦（10 月１日）京都府 ５－３ 熊本県
　　　　　２回戦（10 月２日）京都府 １－３ 静岡県

第72回国民体育大会近畿ブロック大会

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 久御山Ａ　③ 立命館宇治Ａ
２部Ａ 京都学園Ａ  ２部Ｂ 成美Ａ
３部Ａ 桃山Ｂ　     ３部Ｂ 洛西Ａ　３部Ｃ 廣学館Ｃ
３部Ｄ 伏京工Ａ　  ３部Ｅ 塔南　   ３部Ｆ 明徳Ａ
３部Ｇ 成美Ｂ　     ３部Ｈ 向陽Ａ　３部Ｉ 綾部　 ３部Ｊ 桂Ａ

2種　高円宮杯Ｕ－18リーグ2017

京都サンガF.C.Ｕ－18　６位（６勝５分７敗）
2種　高円宮杯Ｕ－18プレミアリーグＥＡＳＴ

京都橘高校　２位（11勝１分６敗）
プレミアリーグ参入戦12月15日　京都橘高０－５前橋育英高

2種　高円宮杯Ｕ－18プリンスリーグ関西

準決勝11月３日
京都サンガF.C.Ｕ－18（２－１）サンフレッチェ広島ユース
決勝11月19日
京都サンガF.C.Ｕ－18（２－１）ガンバ大阪ユース

2種　Ｊリーグ・ユース選手権

２回戦（１月２日）上田西高校（長野県）１－０京都橘高校
2種　第96回全国高校サッカー選手権大会

決勝（９月24日向陽高校）京都精華高校１－０向陽高校
2種　第26回全日本高等学校女子選手権大会京都府予選

１位　東山高校　　２位　京都橘高校
2種　京都府高校新人大会

１位　京都精華高校　　２位　向陽高校
2種　京都府高校新人大会女子

最終順位（１部３位までと２部、３部の１位）
１部① 宇治ＦＣ　　② Ｊマルカ　　③ 紫光ＳＣ
２部Ａ 木津南中学　２部Ｂ レジョーネ　２部Ｃ 醍醐ＦＣ
３部Ａ 長岡京ＳＣ　３部Ｂ 加茂川中学　３部Ｃ 蜂ヶ岡中学
３部Ｄ 勧修中学　　３部Ｅ 加茂ＦＣ　　３部Ｆ 城陽中学
育成 精華西中学

3種　高円宮杯Ｕ－15リーグ2017京都

３年生グループ　１位 大阪府トレセン
京都府トレセンは10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６位　府トレセンは10位

3種　第36回京都招待中学サッカー大会（平成29年12月25日～27日）

１部１位　久御山ＦＣ　　２位　京都府警
２部１位　京府大　　　　２位　Ｆ．Ｃコリエンテ

1種　第52回京都フットボールリーグ2017

第96回全国高等学校選手権大会京都府予選決勝
　2017年11月18日、大会史上初の 6 連覇のかか
る京都橘高校と、7 年ぶりの優勝を狙う久御山高
校が対戦。1-0 で橘が勝利し、6 年連続 7 回目の
出場が決まりました。全国大会では残念ながら 2
回戦敗退となりましたが、全国の常連校として今
後も注目が集まりそうです。

１部　① gatt2008    ② フゴウキョウト    ③ MADELINE
２部　PROUDIA FUTSAL CLUB

フットサル Super Sports XEBIO京都府フットサルリーグ2017

決勝　同志社大学フットサルクラブＴＲＥＢＯＬ ５－３ フュンフバイン キョウト
フットサル 第23回全日本選手権大会京都府大会

決勝（11月18日　西京極）
京都橘高校１－０久御山高校

２種　第96回全国高校サッカー選手権京都大会


