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大会・公式戦結果 

 

Youth 

<クラブユースリーグ> 

vs ヘラクレス大磯        11-0 ○ 

vs SC相模原   0-7 ● 

<寒川招待> 

vs 有馬高校   4-1 ○ 

vs 鎌倉学園   0-1 ● 

vs 上鶴間高校   2-1 ○ 

vs 厚木北高校   1-2 ● 

※予選リーグ 5チーム中 2位 

vs Y.S.C.C.   1-2 ● 

vs グラシア相模原  0-8 ● 

Junior Youth 

<U-13 リーグ> 

vs バディーホワイト  0-0 △ 

vs P.S.T.C.LONDRINA  1-3 ● 

vs 秦野 FC   1-3 ● 

Papas 

<議長杯> 

vs YOKOHAMA TFC  3-2 ○ 

vs 横浜シニア   2-3 ● 

今、グラウンドでは･･･ 

Top 

【2016年度】 

皆様、あけましておめでとうござ

います。 

TOPチームは奇跡的に 1部残

留が決まり、2016年度の公式戦

に向けて新体制を構築している

ところです。まずは 2月から始ま

る天皇杯予選を兼ねた神奈川県

社会人選手権に向けてチーム

強化に努めております。 

最大の目標である県リーグは

2016年度までは今まで通り 12チ

ームで戦いますが、2017年度か

らは 1部リーグ 10チームに減ら

す計画があります。そのため、

2016年度の県リーグの下位 4チ

ームは自動降格の可能性があり、

関東リーグからの降格チームが

発生した場合はさらに 5チーム

以上の 2部への降格が考えられ

ます。つまり、12チーム中半分以

上（6位以上）に入らなければ 1

部残留を決められないかもしれ

ません。 

また、逆に毎年リーグ戦終了後

に行われる 2016年度関東リーグ

へ昇格するための関東社会人

大会は神奈川県で行われます。

そのため、例年リーグ戦上位 2

チームに与えられる出場権が、

地元枠 1枠増えて上位 3チーム

に出場権が与えられます。 

2016年度県リーグはさらに厳し

い戦いが待っています。天国か

地獄か、さらに練習を重ねリーグ

戦に臨んでいきたいと思います。

これからも今まで以上に応援よろ

しくお願いいたします。 

TOPチーム HP  

http://www.kanagawaclub.com/topteam/ 

（中本 洋一） 

Youth 

新年あけましておめでとうござ

います。本年も宜しくお願いいた

します。 

昨年 12月には神奈川県クラブ

ユースリーグの試合が 2試合行

われ、結果は 1勝 1敗でした。 

12/12に行われたヘラクレス大

磯戦では 11-0 と完封勝ちするこ
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とができました。勝たなくてはなら

ない相手に対して冷静に試合に

入ることができ、早い時間帯で得

点することができて、終始落ち着

いて試合を進めることができまし

た。 

12/23に行われたリーグ最終戦

である SC相模原戦では 0-7と完

封負けを喫しました。一瞬の隙を

突かれ早い段階で失点を重ねて

しまい、相手に余裕をもって試合

を進められ、こちらはほとんど決

定機を作ることができず負けてし

まいました。かながわクラブの所

属する 2部リーグ Aグループの

首位である格上の SC相模原に

対し、どこまで通用するかと気合

を入れて臨んだ試合でしたが、

力の差を見せつけられる結果と

なってしまいました。しかし、試合

終了まで気持ちを切らすことなく、

最後までチャレンジし挑み続け

る選手たちの姿に精神的な成長

を感じることができました。 

今年は 1/5～7の寒川招待ユ

ースサッカー大会からスタートし

ます。3年生は神奈川県クラブユ

ースリーグの同順位戦が残って

おり、2年生以下の選手は1月か

ら新人戦がスタートします。3年

生は最後の公式戦に向けて、2

年生以下は新チームでの初の

公式戦に向けて取り組んでいき

たいと思います。 

             (豊田 泰弘)                                   

Junior Youth 

【U-14.15】 

新年明けましておめでとうござ

います。  

 昨年はジュニアユースの活動

にご理解いただき、ありがとうご

ざいました。本年もどうぞよろしく

お願いいたします。  

2年生にとっては、中学生年代

最後の年になりますが、まともに

サッカーができるのは、10ヶ月位

しかありません。限られた時間を

無駄にしないよう、練習や試合

の全てを有意義に行えるようにし

ましょう。  

今月から U-15 リーグの新ステ

ージが始まり、春にはジュニアユ

ース年代の 2大大会の一つでも

ある、クラブユース選手権予選が

始まります。一試合でも多く勝利

できるよう、今まで以上に真摯に

サッカーに取り組みましょう。 

(高田 成典) 

【U-13】 

 新年を迎え、Ｕ１３も 4日に初

蹴りを行いました。また、年末に

は山梨遠征も行い比較的に休

みは短いものでした。その効果も

あり１月 5.6日のトレーニングマッ

チでは他のチームより動けてい

たと思います。  

 初蹴りには富澤選手も参加して

もらい、選手たちも刺激を受けた

と思います。気づいてほしいこと

としてはプロのサッカー選手とは

試合という華やかな舞台だけで

はないということです。富澤選手

もシーズンオフ中もほぼ毎日身

体を動かしているようです。一年

を通して怪我をしないため、良い

パフォーマンスをするため、チー

ム内でスタメンの座を奪うために

いかに良い準備をするかというこ

とを気づいてほしいと思います。

身体を作ることでお客さん、サポ

ーターの前で試合を魅せること

ができるということができるわけで

す。 どんな物事でも自分なりに

考え、自分の糧としていける選手

は人としても、プレーヤーとして

も魅力ある人へなっていけます。

だからこそサッカーはもちろん

色々なことで教養を身につけて

ほしいと思います。  

今年一年も宜しくお願いしま

す。 

(斎藤 幸宏) 

小 6 

【今年も宜しくお願いします。】 

 新年明けましておめでとうござ
います。今年も宜しくお願いしま
す。 

6年生の皆さんはお休みの間
ボールをけりましたか？最初の
活動が楽しみです！ 
さて、1月には県大会、区大会

が入ってきます。それらの大会に
向けて最初の活動から全力で集
中して練習しましょう。今のメンバ
ーで活動ができるのも残り少なく
なってきています。悔いのないよ
う日々みんなとサッカーできるこ
とを楽しみながら共に最後まで
成長する向上心を持ちサッカー
の練習を行うことができれば結果

も付いてくると思います。 
（堀内 慶太） 

小 5 

 新しい年を迎えました。昨年は、

皆さんにとってどのような一年だ

ったでしょうか。良いことや悪いこ

と、そして上手くいったことや思
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ったとおりにできなかったことな

ど、それぞれいろいろあるとは思

います。今、良いリズムで過ごせ

ている人はそのままのペースで。

一方、うまくいかず空回りしてい

るなと感じている人は、ここで一

度リセットしてみませんか。まず

は、新たな目標をたてる。次に、

その目標に向かって一歩を踏み

出す。そして、その歩みを止めな

い。どうですか。１年後の自分の

姿が見えてきましたか。頑張って

やり続ければ、きっと目に見える

形で成果が得られることと思いま

す。 

皆さんが飛躍できる年になりま

すよう、応援しています。今年も、

よろしくお願いします。 

（鈴木 章弘） 

小 4 

【試合で締めくくり】 

今年の活動の最後は 2 週続け

て試合で締めくくることができま

した。試合で「勝った、負けた」と

一喜一憂するよりは、試合を経

て何を学び取るかが大切だと思

います。特に今年の最後の 2 戦

は FC パルピターレと大豆戸 FC

でした。私たちにないもの、足り

ないものを見せつけてくれた良

い相手でした。また、A チームは

更に 1 試合多く、YC&AC との試

合もありました。人工芝の良い環

境の中で、日本人とは違うメンタ

リティーを持つ相手との対戦でし

たので、こちらも多くの収穫があ

ったのではないでしょうか。 

【相手をかわしてから！】 

FC パルピターレの選手はボ

ールを持つと、目の前の相手を

かわしてから、次のドリブル、パ

ス、シュートへという意識が非常

に徹底されていました。ですから、

ボールを奪おうとして、無闇に相

手の足元に飛び込むと、簡単に

交わされてしまうという結果になり

ました。実は、私たちが目指して

いることも同じで、個々の技術を

磨くことで、取り敢えず、目の前

の相手をかわしてから、ドリブル、

パス、シュートへとプレーをつな

ぎたいのです。しかし、試合にな

ると慌てるのか、或いは技術にま

だ自信が持てないのか、目の前

にいる相手に対して慌ててボー

ルを蹴ってしまったり、闇雲にドリ

ブルで突っかけたりして、目の前

の相手にボールをぶつけたり、

身体ごと体当たりしたりという場

面が続出でした。 

逃げのパスには目もくれずに、

技術で相手をかわすこと、技術

で相手を抜くことの練習をこれま

でも徹底してきたはずです。しか

し、なんとなくやっていたのでは

進歩がありません。取り組む姿勢

にやらされている感があっては

上達しません。これからは、少し

意識して、フェイントの幅を、少し

相手の成長(身長の伸び)に伴っ

て、広くする工夫が必要になりま

す。アウトサイドでもう半歩大きく

踏み出してみましょう。そして、緩

急のスピードの差も必要になりま

す。緩から急に、そして、逆に急

から緩にと、スピードのメリハリを

つけることも大切になります。 

【スペースを作る動き、スペース

を使う動き】 

大豆戸 FC との対戦では、流

石に相手は A チームです。鍛え

られた相手でした。私たちとの大

きな違いはスペースへの意識で

した。これまで、個人の技術のみ

に重きを置いてトレーニングして

きましたので、ややもすると、

個々がボールを追いかけ、全員

がボールと共に動く習性が身に

ついています。そのために、簡

単に相手に裏を取られたり、逆

サイドに展開されたりして、フリー

の相手の選手に易々と点を取ら

れてしまう場面が多く見られまし

た。このことは秋のリーグ戦以降

継続的に課題とされてきたことな

ので、3 人対 2 人のトレーニング

などを通じて修正をしているとこ

ろです。なかには、自分で気づ

いて、裏を取られた相手につい

ていく選手や次の相手のパスの

出所を狙ってインターセプトを試

みる選手も出てきてはいます。し

かし、まだまだ自分勝手なプレ

ーに終始し、ボールを奪われて

もディフェンスをしなかったり、点

を決めることで満足したりしてい

る選手も見受けられます。For 

the team.の意識を持つまでは、

もうしばらく時間がかかりそうで

す。 

まずは、ボールばかりを見な

いで、グラウンド全体を見回しま

しょう。フリーの相手を見つけた

らマークに走ることです。そして、
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ボールを奪うところから始め、ボ

ールを奪われたらパスのコース

を限定するようにディフェンスを

し、裏や逆サイドをとられないよう

に自陣に素早く戻るということを

徹底したいところです。負けて悔

しいという気持ちは大切ですが、

冷静に自分たちに足りなかった

ものを見極めること、そして、足り

なかったものを補うための努力を

することが必要なのです。 

【メンタルで負けるな！】 

Ａチームのみが対戦した

YC&AC ですが、良い意味での

我の強さを感じさせてくれるチー

ムでした。小学生年代にして自

我が確立されているということで

しょうか。単なる我が儘ではなく

責任を持って我を張るといった

感じでした。「俺に任せろ！」とい

う勢いと、圧倒的なパワーの差に

少し腰が引けた試合となりました。

相手がパワー頼みでくることは分

かっていたので、きちんと目の前

の相手をかわしてからプレーをし

ようということを徹底したのですが、

パワーだけでなく勢いもあったた

めか、判断のスピードが遅く、せ

っかく相手をかわしても、二の矢、

三の矢で潰されるという展開でし

た。これはフェイントの幅の広さ

を身につけることと緩急の差をつ

けること、更にパワーでくる相手

にも気持ちで負けずに、身体を

ぶつけられるメンタリティーを持

って対応できるようになれば良い

と思います。世界の舞台で活躍

する日本人選手の特徴は素早さ

と技術力、そして、チームに対す

る献身性ですから。 

【一年の最後に…】 

保護者の皆様方、そして家族

の皆様方には、この一年間、子

どもたちに合わせてサッカー中

心の生活を強いることになりまし

たが、ご理解、ご協力をいただき、

ありがとうございました。子どもた

ちも、来年はいよいよ 5年生にな

りますので、自らの意思でサッカ

ーをするようになると思います。

親の手出しは、最低限、食事の

こと、睡眠のことに留めていただ

き、それ以外は子どもたちに自

主的にやらせるようにしていただ

ければと思います。とはいえ、引

き続き、子どもたちが、サッカー

に没頭できる環境づくりにご協力

をいただければと思います。 

（佐藤 敏明）                                                                    

小 3 

 新年明けましておめでとう

ございます。今年も宜しくお願

いします。  

 年が変わり、みんなにはまず

はじめにしてもらいたいのは、

今年の目標を決めて欲しいと

思います。その目標を達成する

ためにいまなにをするべきか

を考えて行動して欲しいです。

目標がたとえサッカーの事で

なく私生活における目標でも

構いません。その目標を達成で

きるように日々過ごしていま

しょう！ 

（山本 岳明） 

小 2 

 新年あけましておめでとうござ

います。 今年もよろしくお願い

いたします。  

 去る 12月は、TRMの機会に恵

まれて YC&AC、大豆戸 FC と対

戦しました。YC&AC戦は、雨が

降り寒いなかでしたが、綺麗な人

工芝で思いきりプレーしてくれま

した。 大豆戸 FC戦では、5人

対 5人でサッカーボールより小さ

く重いフットサルボールを使用す

るフットサル形式でした。これま

で対戦してきたチームとは違い、

各選手がポジションを任されてい

て、お団子サッカーにならず、か

ながわクラブの選手たちが皆で

ボールを追いかけたところをパス

で交わされシュートを決められる

場面が多く見られました。    

【ブレイン～見て判断し、決断す

る。】  

 試合結果だけを見れば、大量

失点で負けました。 しかし、私

は結果を気にしていません。 か

ながわクラブの選手たちは、はじ

めボールを持つと力任せにシュ

ートを狙い、ボールを持った相手

1人に全員が奪いにいきパスを

通される場面を繰り返しました。 

ゲームを終えた選手たちに感想

を聞くと、「ボールが重い」「相手

はパスを出してる」など 違いに

“気づいたこと” はあるようです。

気づいたことから、次のゲームで

はこうしよう、とプレーを改善しよ

うと見受けられる選手が何人か

いました。 重いボールを闇雲に



トリコロール 2016.1月号 発行：特定非営利活動法人かながわクラブ 
〒221-0076横浜市神奈川区白幡町 2－11  TEL045(633)4567/FAX045(633)4577 

http://www.kanagawaclub.com 
 

 

5 

蹴っ飛ばしていた選手が、ドリブ

ルで相手ゴール前に運ぼうとし

たり、お団子にフラフラと引き込

まれてあまりボールを触れなかっ

た選手が、団子から離れて、こぼ

れたボールを拾ってドリブルした

り。 このように選手が自ら気づい

て判断し、勇気を持って決断し

て失敗と成功を繰り返しながら、

新しい発見を重ねてほしいと思

います。  

 【勝ち負けでなく、何ができたの

か。】  

 試合に挑む以上、勝ち負けが

決まります。選手たちは勝ちたい

と全力でゴールを目指してプレ

ーしています。 ゴールを奪えば

喜び、ゴールを奪われて涙を流

す選手もいます。喜怒哀楽を体

現してくれて見ていると楽しいで

すよね(笑) 時にはサッカーをす

る気分にならないままグラウンド

に来ることもあるでしょう。 かな

がわクラブでは、活動に際して強

制はいたしません。サッカーをや

りたい選手はプレーし、気分が

乗らなければ無理やりプレーす

る必要はありません。コーチは話

しかけながらやる気スイッチが入

るのを待ちます。 選手たちは、

まだまだ子供です。親から言わ

れたことを素直をやろうとします。 

グラウンドの周りで応援してくれ

ているお父さんから「シュートし

ろ！」と指示をされればゴールか

ら遠くてもシュートします。言われ

たことを素直にやろうとするので

す。 しかし、サッカーというスポ

ーツは、1つのボールを味方と相

手がいる中で互いに相手ゴール

を目指すために、自ら状況を判

断し、どんなプレーが有効なの

か決断し実行することを繰り返す

スポーツです。 サポーターの皆

様には、指示ではなく、「成功に

は賞賛を、失敗には励ます」スタ

ンスで声援を送っていただきた

いと思います。  そして、チーム

が勝った負けた、ではなく、選手

それぞれがどんなことができるよ

うになったのか、というスタンスで

選手たちの成長を楽しみましょ

う。 

 (嘉手納 大輝) 

幼児・小 1 

新年あけましておめでとうござい

ます。本年もよろしくお願いしま

す。 

【クリスマスフェスタ・親子サッカー】 

先月のクリスマスフェスタ・親子

サッカー際は、多くの保護者の

方にご参加いただき、ありがとう

ございました。おかげさまで無事、

大成功で終われたのかなと思い

ます。これからも毎年多くの方に

参加していただけたらと思います。

よろしくお願いします。 

さて、子ども達と一緒にサッカ

ーをやってみていかがでしたで

しょうか。４月の入部当初に比べ

て子ども達のレベルアップは感じ

ましたか？サッカーの難しさを体

感できたでしょうか？サッカーっ

て難しいんです。足でボールを

扱うことは簡単ではありません。

日々の練習があって上達してい

くものです。なので、保護者の

方々には、たとえ子ども達が上

手にできなくてもたくさん励まし

てください。今はうまくできなくて

当たり前です。これからうまくなっ

ていくものですから。アドバイス

は自分たちコーチができます。し

かし一番の応援は保護者の

方々にしかできません。保護者

の方々には一番のサポーターに

なって応援していただけるようお

願いいたします。 

(佐藤 伸一) 

Papas 

 新年明けましておめでとうござ

います。本年も怪我の無い壮年

サッカーを楽しみましょう。 

【Papas新チーム編成】 

県シニアリーグの新年度チーム

登録は前年末となっており、先

日、新チームが平澤、瀬長両マ

ネージャから登録されましたので

報告します。 

Recは昨年と同数の 20名で、内

訳は 50歳以上が 6名、40歳以

上が 12名で、少し若返りました。

監督と連絡担当は平澤が、審判

担当は新たに服部が担当します。

新年度の Recはこれまでと同様

に、県リーグ 4部の中で上位を

目指して壮年サッカーを楽しみ

ます。 

Compは 24名で、内訳は 50歳

以上が 3名、40歳以上が 21名

です。監督、連絡担当、審判担

当は、昨年から瀬長が担当しま

す。昨年、悲願の 1部昇格を果

たした Compは、新たな地平で
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壮年サッカーの頂点を目指しま

す。どうぞよろしくお願いします。 

これに伴って、市シニア委員会

登録の Over50&40 も新体制とな

ります。市の方は新チームの登

録時期が新年度の 4月ですので、

現時点のものです。 

先ず Over50ですが、今年 50歳

になる方までが対象ですので、

Recから 6名、Compから 3名、

Over50のみ参加の方が 11名で

合計 20名と昨年よりかなり減少

します。まだ時間はありますので、

多くの仲間の参加を募っていき

ましょう。一昨年はもう少しで決

勝トーナメント進出というところま

で行きましたが、昨年は全敗と不

名誉な結果に終わりました。昨

年の雪辱を期してニッパツ三ッ

沢蹴球場での準決勝、決勝進出

を目標に楽しみましょう。 

Over40は、Recから 12名、

Compから 21名、Over40のみ参

加の方が 1名で合計 34名の大

所帯です。 

なお、新年度のメーリングリストの

更新は新年度の活動が始まる 3

月末ごろを予定していますので、

悪しからずご承知おきください。

また、須藤さんが Papas を退部さ

れます。創部以来のメンバーの

お一人です。また一緒にサッカ

ーができるようになったときには、

是非ご連絡ください。お待ちして

います。 

【Papasは募集中！】 

 前項でご報告のとおり、新年度

体制が一応整いましたが、Papas

は港北小の活動はもとより、

Rec&Comp、Over50&40の各チ

ームも随時メンバーを募集して

います。新チームの活動が始ま

るのは 4月からです。どうぞ奮っ

てのご参加をお待ちしておりま

す。 

（茅野 英一） 

ヨーガ（水曜日クラス） 

 【今年も元気にいきましょう！】 

明けましておめでとうございま

す。昨年中は大変お世話になり

ました。 

新しい年を迎えるための準備とし

て年末にお餅つきを行うことが恒

例となっています。 

皆で集まって、日本の伝統的な

手順を学びながらお餅つきを行

うのです。年々参加者が増えて

きてとても賑やかな会です。寒く

て大変なのになぜなのでしょう。

もちろん自分たちの手でついた

お餅はしっかりとしていて、煮て

も焼いても美味しさが違います。

手間をかけても余りある美味しさ

です。毎年、年始にこのお餅を

使ったお雑煮をいただけることが、

新しい年を迎えることができた慶

びを増してくれます。でも、それ

だけではありません。お餅つきの

ために皆で集まって協力して作

業をすること、そして美味しいつ

きたてのお餅をいただきながら

語らうこともまた最高に楽しいの

です。私も含めて、集まってくれ

る友人たちを惹きつけるものはこ

の「楽しさ」なのです。 

アーユルヴェーダでは「何を食

べるか」と同じくらいに「どのよう

に食べるか」を大切にします。

「楽しく穏やかな気持ち」で「食

べ物にも作ってくれたひとにも感

謝しながら」食べることが大切で

あるとされています。お餅つきの

ときに皆で囲む食卓には、まさに

このアーユルヴェーダが教えると

ころの「良い食習慣」のエッセン

スが詰まっているのです。ひとの

「心のあり方」がそのひとの健康

に大きく影響します。ヨーガにも

アーユルヴェーダにも共通なこ

の考え方を、今年も広くお伝えし

ていきたいと思います。 

本年もどうぞよろしくお願い申し

上げます。 

              (伊藤 玲子) 

ヨーガ（金曜日クラス） 

 【本年も宜しくお願い致します】 

明けましておめでとうございま

す。 

年末は、クリスマス前日に母が

右足かかとを骨折して入院、手

術という騒ぎがありました。階段

の踊り場に設置した脚立から落

下したので、かなりの高さだった

ようです。完治までは長くかかり

ますが、骨折だけで済んだこと

に本当に感謝しました。母は近

年骨密度が低下しており、運動

することを勧めていたものの、の

らりくらりとかわされていましたの

で、リハビリを機に習慣にしても

らいたいと思っています。日本

は、保険制度でケガや病気に

なれば気軽に医療機関を受診

できるので、将来のために健康
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をコントロールして危機管理を

していこうという意識がいまひと

つ根づかないという記事を読み

ました。動けるようになったら、

母は強制的に私の生徒さんに

なりますが(笑)、みなさんにも健

康管理のためにぜひヨーガを

取り入れて頂きたいと思いま

す。 

金曜夜の白幡ヨーガは８日から

スタートします。生徒さん、スタッ

フの皆さんにお会いするのがと

ても楽しみです。今年も『笑う門

には福来たる』です！皆様にとっ

てキラキラした笑顔たくさんの一

年になりますよう、お祈りしていま

す。本年もどうぞ宜しくお願い申

し上げます。 

（中川 有香） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼児・小学生クラブ員入退部 

 

4年 

奥山 勇人（入部） 

野呂 桜臣（休部） 

幼児 

横山 生翔（入部） 

※各学年、人数に余裕がありますので、お

知り合いやお友達をご紹介ください。 

   
かながわクラブ・クラブ員専用の掲示板です。クラブからの

重要なお知らせが記載されますので、まめにチェックして

いただけると早く正確に情報が伝わります。 

http://8610.teacup.com/kanagawaclub/

bbs 

 

 

 

☆ハンドブックについて☆ 

携帯で見られるように作成いたしました。下記の URLをク

リックしてご覧下さい。 

クラブの理念や指導方針、各種手続き方法、注意事情、

スタッフの紹介など重要な情報満載です。是非ご一読下

さい。http://www.kanagawaclub.com/HB/ 

youji_shougakusei.html 
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