
吉祥院グラウンド改修完了！
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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

　5月 7日に着工した吉祥院グラウンドの改修工事は、7月末に人工芝が完成し、LED照明も新設されました。
8月 31日にはクラブハウスも完成し、京都市との間で「寄付受納式」も無事終了しました。
　人工芝はラグビーにも対応できる最新のターフ、ゴール裏には 4面のフットサルコート、LED照明の明る
さは従来に比べて数倍アップ、クラブハウスも更衣室 4部屋（シャワー付き）、審判控室、管理室、男女トイレ、
倉庫 2室を備える内容です。
　登録選手の皆さんには登録費増額で負担をおかけしますが、キッズからシニアまで、普及・育成・強化で大
いに活用していただきたいと思います。
　なお、今後におきましても更に施設の充実を図り、皆さんのプレー環境充実に努めてまいりますのでよろし
くお願いいたします。

一般社団法人京都府サッカー協会　会長　村山 義彰
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Kickoff の様子 感謝状と目録
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　公益財団法人日本サッカー協会（ＪＦＡ）施設整備助
成金の使用について様々な検討をしてきた中、2017年
8月に吉祥院グラウンドに助成金を使用できないか検討
がなされていた。12月中旬、ＪＦＡへの確認を取ると、
既存施設である吉祥院グラウンドの人工芝化にも同助
成金が使用できるということがわかった。そこで、京
都市に実現可能かの確認をしたところ、京都市が築造
することは出来ないが、京都府サッカー協会が造るこ
とは可能という回答があった。そこで改修計画を立て、
12月の第 9回理事会にて吉祥院グラウンドの改修工事
計画（案）を提出し、同時にプロジェクトチーム結成が
承認された。引き続いて人工芝築造業者複数社に見積
を依頼し、金額その他を比較して業者の仮決定をした。
　また、完成後は将来の維持管理、人工芝張替等を考
慮して京都市へ寄付することとした。2018 年 1月 6
日に臨時理事会を開催し、資金調達方法（選手登録費
値上げ）の承認を得て、同時に人工芝化工事を進める
ことが承認された。以降、ＪＦＡへの施設整備助成金
の申請、資金不足分の資金調達等に走り準備を進めた。
　工事は吉祥院グラウンドの使用を考えて、工事で止
める期間を最小限にするための事業計画を立てた。1月
31日に京都市長、村山会長で人工芝化工事等に関する
協定書を締結し、2月以降、人工芝計画及びクラブハ
ウス計画に移り、2～ 3週間に 1度、プロジェクト会
議を実施した。4月 11日にＪＦＡによる現地視察があ
り、交付要件に該当するという判断を頂いたので、Ｊ
ＦＡ助成交付要望書を提出し、同時に施工業者工事請
負契約書を締結。5月 7日に着工し、人工芝、照明が 7
月 31日までに完成して、8月1日より使用を開始した。
　クラブハウスは各種申請の関係もあり少し遅れたが、
8月 20日には完成し、ＪＦＡの完了検査、行政による
完了検査を受け合格し完了となった。

吉祥院グラウンド人工芝化の経緯

仮称『京都スタジアム』の完成予想図
　「2019年度完成予定、
　　　　　2020年度～始動」

専務理事　中熊  光義

京都スタジアム（仮称）整備工事の様子

完成予想図

医学委員長・本城邦晃ドクターからのアドバイス“熱中症について”

　そして、8 月 31 日
に京都市、京都府サッ
カー協会による寄付受
納式を開催して京都市
へ完全寄付を行った。
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　北海道で 8月 15日から 8月 24日に行われた第 33
回日本クラブユースサッカー選手権（U-15）大会に宇
治FCが出場しました。

ＥＸＩＬＥＣＵＰ2018 関西大会１ in 京都
　2018年 7月16日（月祝）に京都府京丹後市網野町の八
丁浜シーサイドパーク多目的広場にてエグザイルカッ
プ2018関西大会1が開催されました。関西の52チー
ムが優勝を目指して激戦の予選グループを戦い抜き、
決勝トーナメントに16チームが進出しました。

優　勝：大阪市ジュネッスFC
準優勝：OZ 2018
３　位：FC修学院イエロー
３　位：マッチーズFC

京都府トレセンU-14 ドイツ遠征
　2005 年３月から継続している、ジュニアユース年代の
海外遠征は、今回で 12 回目となる。ユース年代の育成・
強化策の一環として、また、今回も（株）堀場製作所様にご
支援をいただき、ドイツの片田舎であるアルテンキルヒェ
ンという町のスポーツ施設を拠点に、７月 31 日から８月
８日までの日程で行われた。ドイツ人によるトレーニング
と親善試合、試合観戦、ドイツサッカー協会、フランクフ
ルトスタジアム訪問、観光を含めた有意義で充実した日々
を選手、スタッフ共々過ごすことができた。
　今年の夏の異常な暑さはドイツでも変わらず、夕方から
の試合でも厳しい暑さの中、19名の選手たちは、日に日に
プレーの質を上げ、親善試合ながらも６戦無敗の戦績で相
手チームを圧倒した。相手チームの監督、ご父兄からも賞
賛の拍手を受け、ちょっぴり自信を得たようである。ドイ
ツでは、この年代以降急成長するようであり、京都の選手
も驕らず、謙虚さを忘れずに将来に繋げてほしいものであ
る。チームスタッフは、大西監督、伊藤コーチ、山田コーチ、
井口コーチの４名。本当にありがとうございました。（フィー
レン ダンク）

HORIBAチャレンジツアー 2018
京都府トレセンU-14 海外遠征

団長　小林　進

京都市トレセン U-14 福島県遠征
平成 30年８月１日（水）～８月４日（土）
熱海フットボールセンター、Jヴィレッジ
ｖｓ 福島県トレセン　 １－２、０－２、０－０、０－３
ｖｓ 宮城トレセン　　 ０－２、０－３、０－２
ｖｓ 勿来フォーウンズ ２－２、１－３、１－０、３－１
ｖｓ J ヴィレッジ　　  ０－０、０－４
ｖｓ FCヴィバーチェ  ３－１、５－０
ｖｓ いわきトレセン　 ０－４、１－３、０－３、１－２
　遠征中は常に福島県サッカー協会の方が帯同してくださ
り、行程、時間の管理や宿泊等の手続き、暑さ対策など感
謝してもしきれないほどの対応をしてくださいました。お
かげで選手たちは４日間、真摯にサッカーに打ち込むこと
ができました。素晴らしい環境のもと、素晴らしい相手、
４日間で選手の変化を見てとることができました。初日の
結団式で乘本団長から「サッカーで何を学ぶか。福島で何
を学ぶか。」まさしくこの言葉通り、今後のトレセン活動で
の方向性もより明確になりました。参加した選手の所属チー
ム顧問の方からも遠征後の立ち振る舞いやトレーニングへ
の姿勢がよりよく変わったとのお声もいただきました。
　この遠征はサッカーを通して非常に大きな経験ができた
と自負しております。この福島県との交流はさまざまな形 
で今後も継続、発展させていかなければなりません。私た
ちができることはピッチで、またそれぞれの所属中学校で
今回の遠征で得た経験を形にすることです。

“2018FIFA W杯Best16の活躍”SAMURAI BLUEのトレーニングパートナーとして
U-19日本代表遠征が行われました。「U-19日本代表候補ロシア遠征」に京都サンガF.C.若原智哉選手が参加

京都サンガF.C.GK若
わか

原
はら

 智
とも

哉
や

選手プロフィール
代表歴：2013年　U-15日本代表候補
　　　　2014年　U-16日本代表候補
　　　　2015年　U-16日本代表／U-18日本代表
　　　　2016年　U-18日本代表／U-19日本代表
　　　　2017年　U-18日本代表／NEXT GENERATION MATCH U-18 Jリーグ選抜メンバー
　　　　2018年　U-19日本代表
　　　　※2016シーズンと2017シーズンはトップチーム2種登録

　今回のW杯はA代表のトレーニングパートナーとして参加して、とっても良い経験になりました。先輩GKの川島
選手、東口選手、中村選手のトレーニングの姿は参考にさせて頂きました。少しだけお話しする機会もありましたので、
得るものも大きかったです。W杯は 2試合観ました。素晴らしい雰囲気の中での試合で、ああいう場所に立ちたいと感
じました。遠征中に出た課題や新たな目標もハッキリしたので、そこはサンガに帰って来て取り組んでいます。またサ
ンガでは試合に使って頂いて、まだまだ課題は多いですが、先輩たちが優しく声をかけて下さいますので、試合毎に自
信もついてきています。9月のメキシコ遠征ではブラジルやメキシコと戦ったことがない国との試合が楽しみです。世
界の強豪チームがどんな感じなのか肌で感じて、チームに持ち帰りたいです。



最近の主な戦績
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2018年3月～2018年8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

決勝　(3月25日)　立命館大４－２同志社大
1種　第68回京都学生サッカー選手権

決勝　(5月12日）立命館大０－４おこしやす京都AC
1種　京都FAカップ2018第23回京都サッカー選手権決勝大会

1回戦(5月27日)　カターレ富山１－０おこしやす京都AC
2回戦(6月6日)　京都サンガF.C.１－３ツエーゲン金沢

1種　天皇杯JFA第98回全日本選手権大会

決勝　（3月17日）　葵R１－１巨椋
　　　　　　　　　（延長０－１）

４種　オーヤマハウジングD・Bカップ 第14回京都少年サッカー大会

決勝　（7月15日）　精華２－１比叡
４種　平和堂カップ 第42回関西少年選手権 京都府大会

U-12　決勝（7月16日）北上０－０フシミ
　　　　　　　　　　　（PK２－３）
U-10　決勝（7月21日）京都合同A２－１学園FC

４種　第5回おこしやす京都少女サッカー大会

決勝　（7月22日）　町田１－１京都西
　　　　　　　　　（PK８－７）

４種　JA共済カップ第38回京都招待少年サッカー大会

1位バニーズ京都　2位AC.SEIKA　3位Smileセレソン
女子　JFA第22回全日本U-18女子サッカー京都府大会

決勝（7月21日）　明治国際医療大１－０京都精華
女子　京都FAカップ2018 第14回京都女子選手権大会 兼 皇后杯第40回全日本選手権京都府大会

決勝（5月6日）Smileセレソン１－３バニーズ京都SCflaps
女子　JFA第23回全日本U-15女子サッカー京都府大会

　6月23日（土）日本スポーツマスターズ 2018 関西大会が行わ
れ、京都代表 京都マスターズO-35 が出場しました。京都マス
ターズO-35 は大阪を 3-0、滋賀を 2-1 で破り全国大会へ出場
が決まりました。全国大会に向けて監督の竹谷氏のコメントで
す。「京都マスターズO-35 は、監督・選手・スタッフ一人一
人が些細な心がけを大切に、それが皆の意志でありチームとし
て調和しています。そして、何よりもFor The Team精神の元、
まずは誰かの為に成すべき事をしようをチームの指針とした絆
が強い最高のチームです。」
　9月 15 日 ( 土 ) ～ 9 月 18 日 ( 火 ) まで札幌市にて熱い戦い
が繰り広げられる予定でしたが震災のため中止になりました。

成年男子　京都府１－２和歌山県
女子　　　京都府１－１兵庫県
　　　　　　（PK ２－４）
少年男子　京都府２－１兵庫県　　少年男子本大会出場へ

第73回国民体育大会近畿ブロック大会

男子　決勝（6月3日）　　　 東山２－０京都橘
女子　決勝（5月27日）　京都精華５－０向陽

2種　インターハイ京都府大会 兼 近畿高等学校サッカー選手権京都府大会

準決勝　（8月12日）山梨学院１－１東山
　　　　　　　　　　　（PK３－１）

2種　全国高等学校総合体育大会

決勝　（3月21日）　洛陽工業１－３外大西
シニア　第12回京都シニアサッカーフェスティバル2017 ―高校OB交流戦―

決勝　（3月25日）　FC47 ０－０洛東シニア
　　　　　　　　　　（PK４－１）

シニア　第18回京都シニアサッカー大会

決勝　（5月12日）宇治FC１－０ヴェルヴェント
3種　第33回日本クラブユース京都府大会

決勝　（5月13日）桂川２－０西京極
3種　京都市中学校春季総合体育大会

決勝　（7月31日）木津南１－０園部
3種　第71回京都府中学校夏季総合体育大会

今後の試合予定
京都サンガ F.C.
10 月   7 日 ( 日 )　 vs 大分トリニータ
10 月 13 日 ( 土 )　 vs 徳島ヴォルティス（西京極）
10 月 20 日 ( 土 )　 vs アルビレックス新潟（西京極）
10 月 28 日 ( 日 )　 vs 大宮アルディージャ　
11 月   4 日 ( 日 )　 vs 愛媛 FC（西京極） 
11 月 10 日 ( 土 )　 vs ジェフユナイテッド千葉（西京極）
11 月 17 日 ( 土 )　 vs カマタマーレ讃岐　

バニーズ京都 SC
プレナスなでしこリーグ 2部
10 月  6 日 ( 土 )    vs ハリマ　
10 月 13 日 ( 土 )    vs 愛媛 L（太陽が丘） 
10 月 21 日 ( 日 )    vs 伊賀 FC　
10 月 28 日 ( 日 )    vs ちふれ（西京極）

決勝（7月1日）gatt2008 ３－３ F3 futsal club
                    　　 （PK ３－１）

フットサル JFAバーモントカップ第28回全日本U-12フットサル選手権大会京都府大会

1位同志社TREBOL　2位京大ARI　3位外大ELSOL
フットサル 第14回全日本大学フットサル京都府大会

決勝　（7月22日）　LuL０－０京都精華A
　　　　　　　　　（PK３－２）

フットサル JFA第15回全日本女子フットサル選手権

決勝（8月4日）　バニーズ京都B２－２宇治FCブルー
　　　　　　　　　　　　（PK４－３）

フットサル JFA第9回全日本U-15女子京都府大会

京都府サッカー協会は京都サンガ F.C. と
バニーズ京都SCを応援しています。


