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大会・公式戦結果 

 

 JUNIOR YOUTH  

【県 U-13 リーグ】 

vs KAZU SC  4-1○ 

vs 西中原中  4-4△ 

vs Vida SC いさま  1-3● 

【県 U-15 リーグ】 

vs 神田中  5-1○ 

 

 YOUTH  

【県クラブユースリーグ】 

vs FC川崎栗の木  0-4● 

vs ヴェルディ SS相模原 0-2● 

vs CFG-YOKOHAMA 0-3● 

 

 

今、グラウンドでは･･･ 

TOP 

【2022年シーズン】 

明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。 

かながわクラブ TOP チームは、

少々お正月休みをいただきました。

というのも、例年だと１月中には、

天皇杯予選を兼ねた神奈川県社

会人選手権が始まるのですが、今

年度はコロナの影響で参加チー

ム数を減らしたため、出場権を得

ることができませんでした。加えて

県リーグ戦が年末まで伸びたため、

選手たちのリフレッシュを兼ねて、

正月休みを取ることにしました。 

その一方で、この時期は来季に

向けたチーム作りを準備していま

す。選手一人一人に来期も継続

できるかの意思確認を行っていま

す。例年だと、このようなアマチュ

アチームでも 10 人前後の退会者

がいるのですが、今年はその数も

少なく今年度とほぼ同じ、あるい

はそれ以上の布陣で来シーズン

に臨めそうです。 

オミクロンの影響で予断を許さ

ない状況が続きますが、今年も

TOP チームの応援よろしくお願い

いたします。 

【オフィシャルサイト TOPチームページ】  

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

(中本 洋一） 

 

 

YOUTH 

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致します。 

12 月から新しく神奈川県のクラ

ブユースリーグが始まりましたが、

なかなか良い結果が出せていま

せん。1 人ひとりのプレーに甘さが

感じられます。守備をしているつも

りでいるかもしれませんが、相手か

らしたら全然プレッシャーになって

いないような守備ばかりです。相

手がボールを下げるしかないくら

い気迫のあるプレッシャーをかけ

ている選手は 1 人もいません。本

気でボールを奪いに行こう、ボー

ルを奪われたらすぐに取り返そうと

する選手も少ないです。 

攻撃と守備の時のボール付近

にいない選手も常に準備をしてお

かなければなりません。抜かれた

時のカバーに入る準備をしておく

事、スペースを埋める事、攻撃の

準備をしておく事、足と頭を休ま



トリコロール 2022.1 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 
 

 

2 

せる暇なんてありません。自分の

ポジションに戻ってから休むことを

忘れずにプレーしてください。 

12 月は攻撃をメインに言ってき

ましたが、1 月は守備(プレス、そ

れ以外の選手の立ち位置)につい

て改善していきたいと思います。

攻守の切り替えも早くすることも忘

れずに取り組んで欲しいと思いま

す。厳しいプレッシャーの中で練

習すれば攻撃も必ず上達します。

頑張っていきましょう。 

（今川 暉一朗） 

 

 

JUNIOR YOUTH 

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いたし

ます。 

12 月には県 U-15 リーグの最

終戦を行いました。結果は 5-1 と

最終戦を勝利することができまし

た。最後は中 3 が参加せずに中

2だけでの試合となりましたが、先

輩の意思を引き継ぎしっかりと勝

利することができました。U-15 リ

ーグ 2ndステージは、5勝 4敗で

10 チーム中 5 位という成績となり

ました。上位チームとの敗戦は、

様々な理由によりメンバーが揃わ

なかったり、中 3 生が抜けてしま

ったあとであったりと、全員参加

のベストメンバーで臨めれば結果

も変わったのではないかと悔いの

残る部分はあります。改めてリー

グ戦を戦い抜くことの難しさを痛

感いたしました。後半は中 2中心

で戦うことにより、中 2 生たちにと

っては今後に繋がる非常に貴重

な経験を積むことができました。 

 1 月はトレーニングマッチや

ユース（高校生年代）の試合への

出場を通して、2月からスタートす

る県 U-15 リーグに向けて個人と

してもチームとしてもさらに成長し

ていけるよう取り組んでいきます。 

(豊田 泰弘) 

 

U-13 は 12 月にリーグ戦を 4

試合行い、1 勝 2 分 1 敗という成

績に終わりました。勝ち点は 5 ポ

イントで 8 チーム中、暫定 4 位に

つけております。 

この中の 2 つの引き分けは 2

試合ともに終了間際に追いつか

れた引き分けとなり、簡単には勝

たせてもらえない公式戦の厳しさ

を感じでおります。 

しかし、明るい材料としては 4

節終了時点で 10得点を奪いまし

た。全 7試合で 6得点だった 1st

ステージと比べてパスをつなぐテ

ンポが速くなり、【MF から FW へ

のスルーパス】から得点できるよう

になりました。これはコートの中盤

にあたる【ミドルサード】でボール

ホルダーが前を向けるようになっ

た証拠であり、練習の成果も現れ

ていると思います。 

反対に、失点数は 4 試合で 9

失点と多く、DFラインが高い位置

で試合を進めるため、【ロングボ

ールの処理】や【カウンターに対

する守備】がうまくいかないことか

らの失点が多いことが現状の課

題となります。これも 1st ステージ

にはなかった失点のパターンとな

りますので、前向きに捉えて練習

から課題解決に向けて取り組ん

でいきます。 

リーグ戦の残り 3試合は全ての

相手が上位チームとの対戦にな

りますが、今の課題に向き合いな

がらも攻撃力に自信を持ち、真っ

向勝負でぶつかっていきたいと

思います。 

応援の程、よろしくお願いいた

します。 

(樋口 圭太) 

 

 

小 6 

明けましておめでとうございま

す。 

昨年もコロナ禍で制限の多い中

の活動となりましたが、保護者の

皆様のご理解とご協力があり活動

することができました。ありがとうご

ざいました。2022年も引き続きよろ

しくお願いします。 

1 年間を振り返って、練習や試

合を一生懸命取り組む選手が増

えたと感じます。そうした意識が全

体の質を高め、個人の成長に繋

がっていると思います。これからも

切磋琢磨しながら取り組んでいっ

てほしいと思います。 

そして、2022 年は昨年取り組ん

できた個人技術、サッカー理解の

部分を中学生年代へつなげてい

きたいと考えています。 

引き続きよろしくお願いします。 

(古山 未来) 
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小 5 

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いたします。 

1 月からは公式戦である横浜市

長杯がスタートします。この大会は

いきなりトーナメント形式の大会と

なり、負けたらそこで終了となりま

す。5 年生になり初めての大きな

公式戦となります。どんな試合を

選手たちが見せてくれるか、非常

に楽しみにしています。少しでも

良い試合をして成長につながる大

会にできるよう、しっかりと準備をし

て試合当日を迎えたいと思いま

す。 

年末年始をはさんだうえに、年

明けに予定されていた活動が雪

の影響により中止となってしまった

こともありだいぶ活動間隔が空い

てしまいました。またみんなと一緒

にサッカーができることを楽しみに

しています。怪我や体調不良には

十分に気を付けて元気に活動に

参加して、夢中にサッカーに取り

組んでください。 

(豊田 泰弘） 

 

 

小 4 

あけましておめでとうございま

す。 

昨年はクラブの活動にご理解ご

協力いただきありがとうございまし

た。本年も子どもたちの成長のた

め尽力していきます。子供たちに

は是非サッカーや生活の目標を

持って新たな1年のスタートを切っ

ていただけたらと思います。 

近頃はコロナウイルスが少しず

つ落ち着き始めいろいろな活動が

再開してきました。まだまだ予断を

許さない状況ではありますができ

る限りの対策を行いつつ今後も活

動していきます。引き続きのご協

力をよろしくお願いいたします。 

（青木 達也） 

 

 

小 3 

明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。 

昨年はプレーの変化や課題が

多く見つかった実りの多い 1 年で

した。プレーの変化で言うと、個人

だけでの関係でなくドリブルとパス

を使いながら仲間と協力をしてゴ

ールへ向かうプレーが増えました。

課題という部分では個人の基礎技

術とボールへの執着心、球際の強

さが必要だと改めて感じておりま

す。昨年は神奈川区のリーグが中

心で、試合で負けることが少なか

ったですが、いざ他区のチームと

試合をすると大差で敗れたりする

試合も多々ありました。強いチー

ムと対戦した時に技術や球際の強

さで圧倒されることを見ると、まず

は先程述べた 2 つの強化が必要

だと感じています。今年は昨年より

も技術練習、対人の練習を多く取

り入れ強化をできればと考えてお

ります。 

また生活面においては、できる

限り何事も個人で行うことを強く言

ってきました。挨拶を自分からする

ようになったり、物の管理などは少

しずつ良くなっている部分もあると

思います。ただ、まだメリハリの部

分だったり、自分で行動を起こす

ことが苦手な選手も多々います。

今年はそのようなところも改善して、

少しで自立した個人を育成できる

ように努めていきたいと思います。

しっかりした個があるから良い集

団になり強いチームになっていく

と思っているのでそれを目指して

頑張っていきます。 

昨年はコロナ禍ということもあり、

保護者の皆様とお話をする機会

があまりもてませんでしたが、今年

はできる限りコミュニケーションをと

り、皆様と一緒に子ども達の成長

をサポートできればと思っておりま

すので本年も何卒よろしくお願い

いたします。 

(髙山 貴紀) 

 

 

小 2 

【キーパーについて】 

試合で、自分たちのゴールキック

をカットされてあっという間に得点を

決められたり、キーパーの基本的な

ミスによって徒に失点したりする場

面があると、「もっとキーパーを鍛え

ればよいのに…」と考える保護者の

方もいらっしゃると思います。しかし、

たかだか小学２年生の段階で、君

はキーパーだからと決めつけて専

門的に鍛えることは、その子の持つ

無限の可能性を狭めることになるの

では…と考えます。サッカーに大切

な技術（ボールを止める・蹴る・運

ぶ・相手をかわす）を鍛えるべき時
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に、キーパーに特化した偏ったトレ

ーニングを強いることで、フィールド

プレイヤーとして伸びていく可能性

の芽が摘まれてしまうのです。早期

英才教育の弊害とも考えられます。 

かつては身体の大きな選手をキ

ーパーに据えるという安易な考え方

がありました。また、反射神経や身

体能力の高い選手をという一見理

に適った（？）考え方もありました。

しかし、最近では、キーパーには最

も上手なフィールドプレイヤーをあ

てるのが最適だという意見も耳にし

ます。ルールの変更により、ゴール

キーパーが味方のバックパスが手

で扱えなくなったこと、また、最近の

傾向では短いゴールキックからのビ

ルトアップやフィールドプレイヤー並

みの足元の技術（11 人目のフィー

ルドプレイヤーとしての）が求められ

ていることも影響しているのでしょ

う。 

FWにしても、MFにしても、DFに

しても、勿論、GK にしても、早期に

ポジションを固定して鍛えることは、

効率的ではありますが、柔軟な子ど

もたちの思考の発達をも阻害してし

まいかねません。それより様々なポ

ジションを経験し、それぞれのポジ

ションの面白さや難しさを体感しな

がら、柔軟な思考を身につけ、徐々

に自分の特性や性格に合ったポジ

ションを決めていくことが、子どもた

ちにとっては大切だと思うのです。

何よりもキーパーになった時の気持

ちはキーパーを経験してみなけれ

ば解らないものですから。 

実際、練習の最後のゲームや練

習試合では、志願制でキーパーを

決めています。手を挙げる子がいな

ければ全員でじゃんけんをして決め

ることもあります。極論すれば、小学

生低学年では、ドッジボールが一番

上手な子をキーパーにする程度の

考え方で良いのではないでしょうか。

ごく稀に、キーパーが好きで好きで

仕方がないという子がいます。自ら

の意志でキーパーというポジション

を選択し、自らキーパーとしての技

術の向上に努力もしているのです。

その場合には、できるだけ試合の際

にはキーパーをやってもらうことにし

ますが、普段のトレーニングでは、

皆と同様に基本的な技術（ボールを

止める・蹴る・運ぶ・相手をかわす）

を鍛えることに変わりがありません。 

また、失点のシーンで、自分のチ

ームのキーパーに文句を言ってい

る選手を目にすることがあります。文

句を言われたキーパーは、失点の

悔しさと仲間から文句を言われた口

惜しさで目に涙を浮かべることもあり

ます。しかし、冷静に考えてみましょ

う。失点したことはキーパーだけの

責任なのでしょうか？確かにゴール

を守る最後の砦としてキーパーは存

在しますが、シュートを打たれる場

面を迎えるまでに、他の仲間は何を

していたのでしょうか？誰がボール

を奪われたのでしょうか？奪われた

ボールを取り返そうとしてくれたので

しょうか？体を張ってシュートブロッ

クをしてくれたのでしょうか？そう考

えると失点の責任は、キーパーだけ

でなくチーム全員が負うべきものな

のではないでしょうか。そう考えると

決してキーパー一人の責任ではな

いはずです。 

【公式戦では…】 

公式戦に限って言えば、ある程

度、指導者（コーチ）が子どもたちの

適性や能力の面か、キーパーを指

名することになると思います。その

場合でも、出来るだけ多くの選手が

キーパーの経験を積めるように、そ

して、さまざまな子どもたちの可能

性を狭めないように配慮し、一人の

選手に固定することがないように心

がけています。勝ちに拘るということ

ではなく、子どもたちの無限の能力

を伸ばすために、今できること（今し

かできないこと）を最大限の努力を

もって遂行するということになりま

す。 

キーパーをさせられている保護

者の方の心中を察するに、ドキドキ

してまともに見られないということが

あるようです。しかし、キーパー一人

に責任を押し付けるということは、決

してありませんので、フィールドプレ

イヤーの保護者と同じように、気楽

に試合観戦を楽しんでいただけれ

ばと思います。 

(佐藤 敏明) 

 

 

幼児・小 1 

明けましておめでとうございま

す。 

昨年中は、毎週の送迎にご理

解、ご協力いただき、ありがとうご

ざいました。本年もよろしくお願い

いたします。 

12月28日の招待杯は残念なが
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ら中止となってしまいましたが、12

月 26 日のプレゼント交換会は子

どもたちには楽しいイベントとなっ

たようです。12 月には３名の体験

があり、１月からは 25 名での活動

が期待できます。 

１年生は、このカテゴリーでの活

動は残り 3 ヶ月となりますが、交流

戦を組み込んでより中身の濃い活

動としていきます。幼児は、４月以

降も引き続きこのカテゴリーとなり

ますが、コロナ感染もいよいよ収

束に向かっていくこと、それに伴っ

て新たなメンバーが続々と加わっ

てくれることを期待しています。 

保護者の皆様には、体験希望

の方がいらっしゃいましたら是非と

もご紹介くださいますよう、よろしく

お願いいたします。 

（浜野 正男） 

 

 

Papas 

新年あけましておめでとうござ

います。 

昨年はコロナ禍のなか東京オリ

ンピックが開催されどうにか成功

に収めました。今年は、北京冬季

オリンピック、カタールサッカーワ

ールドカップが開催されます。どう

にか成功してスポーツ界を盛り上

げてもらいたいものです。ただいま、

第 6波がせまりつつ中で皆様の健

康と安全な暮らしがいとなまれるこ

とを願うばかりです。 

【Papas新チーム構成】 

県シニアリーグの新年度チーム

登録は昨年12月末となっていまし

てリーグ登録の内容を報告いたし

ます。 

Recは昨年より、5名減で 21名

登録になり、大半が 50代と高齢化

が進んでいます。昨年同様、監督

は田近昌幸、連絡担当は服部利

崇、審判担当は高橋信一が担当

いたします。高齢化が進む中で県

リーグ 4部の上位を目指して壮年

サッカーを楽しみます。 

Compは昨年より 4名減で 17名

登録なりますが、今年度新加入予

定が 3名で実質 1名減になります。

監督は中川貴晴、連絡担当は大

平潤、審判担当は瀬長が担当い

たします。2016年以来の 6年ぶり

の 1部での挑戦になります。 

昨年末に横浜市 Over40・50の

意向調査を実施いたしました。ご

協力ありがとうございました。横浜

市シニアの登録は 4月になります

ので、再度意向確認を行いますの

でよろしくお願いいたします。 

新年度体制のメーリングリストの

更新は順次行っていきます。不都

合があれば事務局にご連絡くださ

い。 

【50代県リーグ創設】 

昨年末に 50代県リーグ創設ア

ンケートにご協力いただきありがと

うございました。 

皆さまのご意向を創設に向けて

参考にさせていただきます。ご意

見質問があれば、50代創設準備

委員会の服部、高橋、田近、宮崎

にご相談ください。安全で楽しい

壮年サッカーを皆さまの力で実現

させましょう。 

それでは、本年もよろしくお願

いいたします。 

(瀬長 義男) 

 

 

ヨーガ 

【明けましておめでとうございます】 

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。

ありがとうございました。 

ずっと続いていたコロナ感染予

防のための我慢の生活が、昨年

末から少し緩めても良い状況とな

っています。私も小規模ながら食

事会や飲み会に参加することが出

来て、この季節ならではの楽しい

時間を持つ機会が増えました。 

オンラインも便利で良いですが

やっぱり実際に会えるというのは

良いものです。 

でも、十分に楽しんだ年末年始

のお休みもそろそろ終わります。

当然ですが体重計に乗るのがちょ

っと怖いです。新型のコロナウイ

ルスの感染が拡大しているようで

すし、少し緩んだ生活も感染対策

中心の生活の戻さなければいけ

なくなりそうです。一緒に増えた体

重も緩んだ体形も戻さないといけ

ませんね。 

毎年、年明けには「太っちゃい

ました。」といってレッスンに参加さ

れる方も多いのですが、そんない

つもの悩みをいつものように味わ

えることさえも幸せに思えます。楽

しかったこの時間に支えられて、

また制限の多い生活も耐えていき

ましょう。 
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元のように自由な生活が戻るま

で、きっと、もう少し。それを信じま

しょう。 

新年の水曜ヨーガオンラインレ

ッスンは 1月 12日スタートです。 

本年もどうぞよろしくお願い申し

上げます。 

(伊藤 玲子) 
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