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大会・公式戦結果 

 

 小 3  

【神奈川区リーグ】 

vs EMSC   0-3● 

vs 横浜かもめ SC  0-3● 

vs CFG-YOKOHAMA 0-3● 

vs FCビッツ  2-1○ 

 

 小 4  

【市春季少年サッカー大会】 

vs 野庭キッカーズ  1-6● 

vs あざみ野 FC  1-10● 

vs FCねぎし  0-1● 

vs FC奈良  0-0△ 

vs 長津田ドラゴンズ 0-2● 

vs 戸塚 FC  2-1○ 

 

 小 5  

【神奈川区リーグ】 

vs CFG-YOKOHAMA 2-2△ 

vs EMSC   2-1○ 

 

 小 6  

【JFA U-12 リーグ】 

vs 横浜 F マリノスプライマリー 0-12● 

vs 西本郷 FC  3-2○ 

vs 嶮山キッカーズ  1-2● 

vs YTC.FC  1-1△ 

vs 大豆戸 FC B  2-4● 

vs 野庭キッカーズ  2-2△ 

 

 

 JUNIOR YOUTH  

【日本クラブユース選手権 U-15】 

vs JFC FUTURO SAGAMI 0-2● 

 

【横浜市長旗杯】 

vs FC66   0-2● 

 

【県 U-15 リーグ】 

vs 足柄 FC セカンド 4-1○ 

vs 横浜栄 FCセカンド 2-0○ 

vs 横浜 FTAR  5-1○ 

vs SEISA OSA  2-1○ 

vs KAZU SC JY B  4-0○ 

 

【県 U-14 リーグ】 

vs FC COJB  5-1○ 

vs 神奈川湘北 FC  1-1△ 

 

 YOUTH  

【日本クラブユース選手権 U-18】 

vs 東京 23FC U-18   0-5● 

vs プロメテウス EC    2-4● 

vs ジェフユナイテッド市原・千葉 0-6● 

 

 Papas  

☆Rec 

【県四十雀 4 部リーグ】 

vs 明星クラブ  0-0△ 

vs 鶴が台  2-2△ 

vs FC430   2-0○ 

 

☆Comp 

【県四十雀 1 部リーグ】 

vs 多摩クラブ  1-1△ 

vs 川崎 40  0-0△ 

vs 西湘 WingsFC  1-7● 

vs TFC   1-0○ 
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 中本理事長掲載記事について 

かながわクラブ理事長である中

本 洋 一 の 記 事 が 日 刊

premium(WEB 版)に掲載されまし

た。無料登録すると全部読めま

す。 

https://www.nikkansports.com/m

embers/sports/news/2022050100

00862.html 

 

今、グラウンドでは･･･ 

TOP 

【県リーグ第 3節】 

かながわクラブ TOP チームは、

5 月 8 日（日）に県リーグ第 3 節を

行い、 1-5 （ 0-1,1-4 ）で FIFTY 

CLUB に敗れました。試合の入り

方は重要なことなのですが、序盤

は相手のゆっくりとしたペースに合

わせてしまいました。後半はこちら

のペースになっていたのですが、

どうしてもゴールを割ることができ

ません。そうしているうちに、

FIFTY CLUB の得点により相手

のペースになってしまいました。試

合の流れは重要なファクターで

す。 

今月は 3 週連続の県リーグで、

残り 2 試合、どちらも強豪チームと

の対戦ですが、臆することなく戦っ

ていきたいと思います。特に 5 月

22 日（日）のはやぶさイレブンとの

試合はしんよこフットボールパーク

でのホームゲームですが、相手の

応援団が多く来場する可能性が

あります。遅い時間になりますが、

みなさまに見に来ていただき、相

手の応援に負けないような応援を

お願いいたします！ 

【試合予定】 

■5月 15日(日） 10:30 K.O. 

vs 品川 CC横浜 

@東戸塚 FP  

(駐車場はありません) 

■5月 22日(日)  19:05 K.O. 

vs はやぶさイレブン 

@しんよこフットボールパーク 

 

【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 

4月は、日本クラブユースサッカ

ー選手権(U-18)関東予選の 3 試

合を行いました。県外の強豪ユー

スチームを相手にして、予想とおり

厳しい試合が続き、結果は 3 敗で

一次予選敗退となりました。結果

だけ見れば 3戦 3敗ですが、選手

たちは助っ人で参加した中学生た

ちを引っ張りながら最後まで非常

によく戦うことができていました。そ

れぞれの試合において見せ場を

作ることができ、手応えを感じるこ

とができ、大会を通じて収穫を得

ることができたと感じています。選

手たちには、今回の経験を活かし

てさらに成長できるように、何が足

りなくて、次の大会までにはどうな

りたいか。そのためには日々どの

ように取り組むべきかをより具体的

にイメージしながら日々の活動に

取り組むように話をしています。ま

た、選手たちの多くは高校１・2 年

生で、もう一度この大会に挑戦す

ることができます。クラブチームに

とって年に 1 回の全国に繋がるこ

の大会を他チームであれば最高

学年で 1 度だけ経験できるかどう

かだと思います。そういった大きな

大会を高校生のうちに 2回以上挑

戦することができることは、非常に

大きいです。今回の経験を無駄に

せず、来年の大会および今後の

活動に繋げていってもらいたいと

思います。 

次の目標は 6 月からスタートす

る高円宮杯 JFA U-18 サッカーリ

ーグとなります。選手たちは次の

目標に向けて日頃の活動にモチ

ベーション高く取り組むことができ

ています。体験生も多く参加してく

れていて良い刺激となり、活動に

活気が出てきています。少しでも

良い状態で次の大会を迎えられる

ように引き続き取り組んでいきま

す。 

（豊田 泰弘） 

 

 

JUNIOR YOUTH 

4 月は数多くの公式戦を戦い

ました。 

トーナメント形式であった日本

クラブユースサッカー選手権

U-15、横浜市長旗杯ともに 1 回

戦で敗退してしまったのが非常

に残念です。両大会ともに勝て

ない相手ではなかっただけに非

常に悔いの残る悔しい結果となり

ました。一発勝負のかかった試
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合で実力を発揮することができな

いのは、やはり取り組みに甘さや

隙があるからだと思います。大事

な試合で実力を発揮するところま

でもっていけなかった指導者の

責任も大きいと感じていますが、

この敗戦を通して選手たちが最

大限成長できるよう取り組んでい

きたいと思います。 

U-15 リーグはここまで無敗の 5

勝 1分で、暫定 2位という順位に

つけています。選手たちも非常

にモチベーション高く取り組むこ

とができており、一戦一戦試合を

こなすごとに個人としてもチーム

としても大きく成長することができ

ています。試合をして、試合で出

た課題を練習で克服し、次の試

合をする。さらにその試合ででた

課題を克服できるように練習に取

り組むという好循環を続けること

ができており、絶対に負けられな

いという緊張感と絶対に首位を取

るという高いモチベーションを保

ったまま活動に取り組むことので

きたこの 1 カ月は、選手たちを飛

躍的に成長させてくれました。残

りは 3 試合で上位対決が残され

ていますが、出来る限り良い準備

をして試合当日を迎えられるよう

に取り組んでいきます。 

(豊田 泰弘) 

 

5月からU-14 リーグが始まりま

した。すでに 2試合行い、戦績は

1勝 1分けです。グループステー

ジ 1位を目指して頑張っていきま

しょう。 

4 月からはオフザボールの選

手の準備に関して練習してきまし

た。体の向きだけでなく、ボール

保持者の状況と相手の立ち位置

を見て、いつ準備するのか、どこ

に準備するのか、周りを見ながら

(連動して)準備できているか、に

関してトレーニングしてきました。

１ヶ月で準備に関しては少しずつ

良くなってきていますが、もっと早

く準備できると思っています。早く

良い準備をしようと心がけるだけ

ではだめです。周りの状況を見

て、瞬時に判断して移動しなくて

はなりません。 

5 月は周りの状況を見ることと

判断のスピードをさらに上げて良

い準備をすることを心がけてトレ

ーニングしていきましょう。さらに5

月はボールを受ける前に確認し

なければいけない事、確認した

状態でボールを持った時の判断

に関してもトレーニングしていき

たいと思います。サッカーは自ら

判断していくスポーツです。プレ

ー中だけでなく、私生活の中でも

自ら考えて行動する習慣をつけ

ましょう。 

保護者の皆様、今後ともよろし

くお願いいたします。 

(今川 暉一朗) 

 

ジュニアユースとしての活動が

始まって 1 か月。選手には「足下

の技術」を常に要求しています。

思うようにボールが扱えないよう

では思ったようなプレーをするこ

とはできません。 

日々の練習から、個々がどのく

らいの「危機感」を持って取り組

めているのかを今一度考えて取

り組もう。また、練習前後の過ごし

方の話もしました。自分が練習や

試合で良いパフォーマンスをす

るために何をすべきかを考えて

過ごしてほしいと思います。 

コーチや親はみんなが上手く

なるためにいろいろなことを言うと

思います。ただ、やるのは自分で

す。1人 1人の「意識」を変えてい

きましょう。 

(古山 未来) 

 

 

小 6 

4 月から U-12 リーグが始まり、

すでに 8 試合行い、残り 1 試合と

なりました。戦績は 2 勝 2 分け 4

敗となりますが、1 試合ごとに成長

することができています。動きなが

ら正確にプレー出来ている場面は

まだまだそこまで多くはないです

が、ボールを持っていない時の準

備に関しては良くなってきていると

思います。試合に勝ちたい、出た

いという選手は沢山いますが簡単

に勝てる相手はいないし、全員が

試合に長く出場できるわけでもあ

りません。試合に勝つ、試合に長

く出場するためにはトレーニング

にどれだけ本気で取り組んでいる

かです。上手な選手だけが試合

に出るわけではありません。足の

速い選手、体が大きくてあたり負

けない選手、チームのために走れ

る選手、さまざまな選手がいます。
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もちろん何も特徴がない選手だっ

ています。そのような選手たちは

私は、今の小 6 年代では成長しよ

うと頑張れる選手になってほしいと

思っています。コーチの話を聞い

て、すぐに実行しようとしているか、

失敗しても良いからチャレンジしよ

うとしているか、考えてプレーして

いるか、サッカーだけでなく私生

活の面でも自立しようとしているか

などがあります。成長していけるよ

うにトレーニングに本気で取り組ん

でいきましょう。 

保護者の皆様、子どもたちが少

しずつ自立していけるようご協力

のほどよろしくお願いいたします。

今後ともよろしくお願いいたしま

す。 

(今川 暉一朗) 

 

 

小 5 

4 月は練習試合や神奈川区リ

ーグがあり、対外試合をする機会

がありました。5 年生になり初めて

の対外試合となりましたが、皆集

中して一生懸命取り組むことがで

きていました。やはり重要なのは、

どの試合も 100%全力で取り組むこ

とだと思います。練習中の紅白戦

も、練習試合も、公式戦も、試合

によって加減することなく、どの試

合も出場するからには 100%全力

で取り組んでみてください。 

試合の際にはできる限り参加し

た選手全員を出場させられるよう

に取り組んでいきます。しかしなが

ら、試合数が限られる公式戦の場

合には、出場時間が極端に少なく

なってしまう場合もありますことを

予めご了承ください。対外試合も

重要な練習となりますので、定期

的に練習試合を組んで、練習試

合においては皆が平等に出場し、

プレーできる時間を確保していく

つもりでおります。 

また、今年度は 6年生の人数が

少ないこともあり、6 年生の試合に

助っ人参加する選手が今後も発

生します。その都度助っ人参加の

お声かけをさせていただきますの

で、誘われた選手はぜひ積極的

に参加して、思い切りプレーして

みてください。 

どの選手も皆個性的で特徴が

あり、今後のさらなる成長が非常

に楽しみです。引き続き楽しく一

生懸命、活動に取り組んでいって

みてください。 

(豊田 泰弘） 

 

 

小 4 

新年度が始まり、早々に春季大

会がありました。なかなか結果を

残すことはできませんでしたが、一

人ひとりが一生懸命にプレーして

くれていました。 

4 年生になり、よりサッカーが個

人としてもチームとしても競技性の

高いものになってくる中で、少しず

つ技術の向上と頭の中の整理を

していくことができるようにコーチ

陣も努めていきます。私自身も早

く子どもたちの特徴を掴んで、そ

れぞれに合ったアドバイスや声か

けができるように努めていきますの

で気になることがありましたら気軽

にご相談いただければと思いま

す。 

5 月になり気温の高い日も増え

てきました。飲料水の準備や、タ

オルや帽子などの厚さへの対策も

各ご家庭でよろしくお願いいたし

ます。 

（青木 達也） 

 

 

小 3 

新学期が始まり 1 カ月が経ちま

した。4 月は私自身が子ども達を

把握することから初めました。徐々

に名前と顔が一致してくるなど分

かるようになってきました。 

4月は子ども達に「サッカーをや

る環境を自分達で作っていこう」と

話しをしてきました。サッカーの面

では全力でプレーすること、集合

を早くすること、話を聞くことを主

に伝えています。また生活面では

自分でできることは自分でやろうと

話をしています。具体的には忘れ

物がないか確認をすること、挨拶

をしっかりやること、周りを見て自

分で考えて行動をすることを話し

てきました。1 カ月が経ちますがま

だ習慣にはなっていないので、引

き続きこれは伝えていこうと思いま

す。また徐々にコーチに慣れてき

て緩みがでる時期でもあるかと思

いますので、子どもでも良い事、

悪い事を判断がしっかりとできるよ

うに時には強く伝えることもあるか

と思います。タイムリーに保護者の
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方にお伝えすることは難しいとき

はありますが、ただ怒られたという

ことにはならないように、そのような

ことがあった際には保護者の皆様

にも共有をさせて頂こうと思ってお

りますのでよろしくお願いいたしま

す。 

元気がよくとても子どもらしく良

いところたくさんありますので、良

い面を伸ばしていけるように努め

てまいりますので今後ともよろしく

お願いいたします。また、何かあ

れば試合の際等には、お気軽に

お声がけください。 

(髙山 貴紀) 

 

 

小 2 

【春季大会が始まります】 

U-8の春の公式戦が5月 8日（日）

から始まりました（このトリコロールが

お手元に届く頃には初日の結果が

出ていることでしょう）。公式戦です

から、かながわクラブの名誉をかけ

て選抜されたベストメンバーで戦う

べきだという考えもあります。しかし、

サッカーを始めてわずか 2年足らず

のこの時期に、異様な高まりを見せ

る大人（保護者）たちの熱い視線の

なか、指示通りに動かない子どもた

ちに、目くじらを立てる指導者の罵

声を浴びて戸惑う子どもたちの姿を

想像すると、あまり意味がないなと

いうのが実感です。それよりも、この

年代では、港北小学校での活動で、

個々の技術向上のトレーニングを

することの方が子どもたちにとって

は意味があると考えます。 

とは言え、子どもたちが試合を経

験して成長するという側面も見逃せ

ませんし、勝敗に拘るよりは公式戦

に出場したという経験を大切にした

いという観点から、三日間の試合日

程（計 5 試合）のうち、クラブ員全員

が最低でも一回は試合に出場でき

るように計画しました。子どもによっ

てサッカーの技術や意欲に差があ

ることも厳然とした事実です。です

から、全員を量的に平等に参加さ

せるというよりは、質的な平等が図

れるようにしたいと考えています。 

【サッカーはお稽古事ではない！…】 

所謂、お稽古事であれば、発表

会と称して全員が均等に、これまで

のお稽古の成果をお披露目する機

会が与えられます。しかし、サッカー

はお稽古事ではありませんし、公式

戦は発表会とも異なります。チーム

の名誉をかけて（チームを代表して）

戦う場ですので、チームとして最善

を尽くして戦うことが求められますし、

それがある意味試合を運営してくれ

る幹事チームや対戦相手に対する

礼儀ともいえるでしょう。 

しかし、かながわクラブでは、技

術も意欲もそれなりのレベルに達し

ていない選手が公式戦に参加する

リスクも考慮しながら、敢えて経験を

積ませることを大事にしたいと思い

ます。ぬるま湯につかっている状態

のかながわクラブの子どもたちが、

公式戦において、同じ年代のユニ

フォームの違う相手がどのような戦

いを挑んでくるのかを肌で感じたら、

何か心の中に芽生えるものがある

はずです。その何かに期待するの

です。 

【一生懸命に…】 

公式戦に出かけると目にする光

景として、整列した子どもたちの大

会本部への挨拶やグラウンド（の神

様？）に向かって礼をするというもの

があります。しかし、かながわクラブ

では、そうしたことを子どもたちにさ

せることはありません。大会本部へ

の挨拶はコーチがしますし、グラウ

ンドに向かっての礼は、違った形で

子どもたちに礼を尽くすことをさせま

す。 

具体的には、試合で一生懸命に

プレーをすることです。一生懸命に

プレーをすることはだれにでもでき

ることです（上手なプレーをするの

ではありません）。グラウンドを提供

してくれた大会本部のチームや相

手のチームに対しては、勝っても、

負けても、最後まで全力を尽くして

プレーをすることが最大の礼儀だと

考えます。ということで、どんな試合

に臨むに際しても、一生懸命に、最

善を尽くしてプレーをするという目

標を、常に子どもたちには伝えてい

ます。 

【練習してきたことがどれだけでき

るのか？…】 

また、試合に臨んでは、これまで

練習してきたことがどれくらいできる

のかを試す場面でもあります。いつ

も言っているように、できないことを

できるようにするのが練習です。そ

の練習で磨いてきた技術が、ユニフ

ォームの違う相手に対して、どれだ

け通用するのかを試してみましょう。

気後れする必要はありませんし、恐
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れることもありません。 

折角のチャンスですから、練習の

成果を試すためにチャレンジしてみ

ましょう。チャレンジしなければ、何

も新しいものは生まれません。相手

のペースに気圧されて、無闇にボ

ールを蹴り返したり、戦う気持ちを

忘れて腰の引けたプレーに終始し

たりすることは意味がありません。試

合では、練習で身につけたサッカ

ーの技術を競うのですから。 

【温かい目で…】 

ただ、個々の子どもたちのサッカ

ーの技術や意欲、そして理解力に

差があるのも事実です。試合に臨

む心構えのできていない子どももい

るかもしれません。それは、まだまだ、

指導者の指導力不足と言わざるを

得ません。指導者としては、様々な

刺激を与えながら、子どもたちの意

欲を引き出そうと努力をしています。

しかし、根底にはサッカーが好きで

あるということがないと、子どもたち

はサッカーをしなくなります。サッカ

ー嫌いならないように、ゲーム的な

楽しさであったり、競い合う面白さで

あったりという要素を普段のトレーニ

ングでは加えています。子どもたち

のサッカーに対する意識や取り組

みを変えるためにも、この三日間の

公式戦において、子どもたちが肌で

感じたことが多少なりとも刺激となっ

て、子どもたちの心に変化が芽生え、

サッカーに対する取り組みに変化

が現れることを期待するばかりです。

保護者の皆様にも、温かい目で、そ

して長い目で見守っていただけれ

ばと思います。 

(佐藤 敏明) 

 

 

幼児・小 1 

【Tricolor Onze】 

かながわクラブのユニフォーム

の胸についている三角形にはど

んな意味があるかご存知でしょう

か。三角形の３つの頂点は、サッ

カ ー に 必 要 な ３ つ の B ：

Ball-Control(ボールコントロー

ル）・Body-Balance(ボディバラン

ス)・Brain(頭脳)を表しています。 

勢いよく向かって飛んでくるボ

ール、弾んでいるボール、空中の

ボールを身体のいろいろな場所を

使って、ワンタッチでコントロール

し、ボールを運ぶ・蹴ることは、サ

ッカーの重要な技術です。 

しかし、どんなに技術が優れて

いても、それをいつ、どのように発

揮するのかの判断力が無ければ

役に立ちません。また、ボールを

扱うときには必ず片足での動作に

なるため、片足状態でバランスを

取れないと、様々な技術を正確に

行うこともできません。相手のプレ

ッシャーを受けながらも自分のイメ

ージ通りにプレーできるか？ボー

ルを奪われない・奪うための身体

の使い方ができているか？ボール

を自由自在に扱う技術、ボールコ

ントロールを支えるボディバランス、

そして、様々な状況下で自分で考

え、判断する頭脳が、サッカーに

は必要となり、これらすべてを高い

レベルで身につけることは、サッカ

ーを本当の意味で楽しむ上で欠

かせない要素となります。その３つ

の 要 素 を 赤 ・ 青 ・ 白 の 三 色

(Tricolor)に表して、３B を兼ね備

えた選手の集団 Onze(フランス語

の eleven)でありたい！これがかな

がわクラブの育成方針なのです。 

毎回の活動では、「サッカーが

楽しくてしょうがない」「練習日が待

ち遠しい」と感じてもらえるような

『安全で、快適な、楽しいサッカー』

を提供できるように努めてまいりま

す。 

アフターコロナを迎え、保護者

の皆さまが活動をグラウンドレベル

で見られるようになった際には、子

どもたちが今、どういうレベルのサ

ッカーをして、次にどんなレベル

に達しようとしているのか、そして、

それに向けて一人一人が自発的

に努力している様子を温かく見守

っていただきたいと思います。 

（浜野 正男） 

 

 

Papas 

【Papas Over50&40】 

横浜市サッカー協会シニア委

員会が主管を務める横浜市民マ

スターズスポーツ大会（市リーグ）

に PapasからOver50、Over40の 2

チームが参加しています。 

昨年までと大きく変わったルー

ルがあります。ある程度緩かった

年代をまたいでの助っ人が行えな

くなりました。3月に提出したメンバ

ー表と当日のメンバー表の突き合

わせを協会側で行うようになりまし

た。 



トリコロール 2022.5 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 
 

 

7 

Over50は登録人数 30名でスケ

ジュール調整が必要になります。

また、Rec・Compの試合と重なら

ないように土曜日に試合が組まれ

ます。Rec・Comp以外のメンバー

の参加が重要になります。よろしく

お願いいたします。 

Over40についてはOver50を含

むメンバー56名での調整になりま

す。人数不足の時は Over50の皆

さまご協力をお願いいたします。 

2022年度ニッパツ三ツ沢競技

場を目指して壮年サッカーを楽し

みましょう。 

(瀬長 義男) 

 

 

ヨーガ 

【お寺で瞑想クラス】 

ウクライナ支援のためのチャリテ

ィレッスンをきっかけに、マインドフ

ルネス瞑想のクラスを行ってみた

いという気持ちになりました。どの

様な場所での実施が相応しいの

だろうと考えを巡らせていたところ、

以前に禅瞑想でお世話になった

お寺のHPに「お寺を場所として貸

し出しをします。」と掲載されてい

るのを見つけました。 

早速に連絡をして、私からの提

案を聞いていただき、メールでの

やりとりや、お堂を使わせていただ

くにあたっての様々な注意事項を

お聞きする機会を経て、ついにお

堂を使わせていただくことのお許

しが出ました。うれしいです。どき

どきです。 

うれしい気持ちを抑えられず、

今日の水曜日ヨーガクラスの参加

者の方々にもお話してしまいまし

た。すると、なんと参加者全員の

方々が「参加してみたい。」と言っ

てくださったのです。益々うれしい

ですが、いつものヨーガクラスの実

施場所からは少し遠いお寺です。

どうしようかと思案しいていたところ、

かながわクラブの豊田コーチが

「お寺からオンラインで発信しては

どうか。」という提案をしてくれまし

た。益々、どんどんうれしくなりま

す。 

インド哲学では「カルマの法則」

というものを学びます。「カルマ」と

は「行い」のことを差す言葉です。

人生にはいろいろな出来事があり

ますが、それらに「偶然はない。」

というのがその「カルマの法則」の

内容です。出来事には、それ以前

にその出来事の「種」となる「カル

マ」があったからこそ起きてくると

いうのです。チャリティレッスンの

後に次々と訪れる「うれしい」「どき

どき」「益々うれしい」は「カルマの

法則」がくれるご褒美なのでしょう

か。感謝の気持ちを持って楽しい

イベントを企画したいと思います。 

(伊藤 玲子) 
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