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〜県高校女子座談会〜（続き）

大会記録●県内大会　１種・３種・フットサル　●県外大会　１種　　

大会記録●県外大会　１種・２種・３種・４種・女子

大会記録●県外大会　女子・フットサル　インフォメーション・事務局だより・編集後記

全国高等学校総合体育大会、県勢振るわず・天皇杯、J２の壁は厚く

第７０回国民体育大会関東ブロック大会 ８月１５日〜１７日

　　　 〃　　　　「本大会での目標は優勝です。」下山　薫　国体女子監督

今の埼玉だからこそ、子どもたちにチャンスがある〜県高校女子座談会〜

　８月３日から開催された全国高等学校総合体育大会「近畿イ
ンターハイ２０１５」のサッカー競技は兵庫県で行われました。
埼玉県代表として、男子は西武台高校、初出場となった西武文
理高校、そして女子はやはり初出場の花咲徳栄高校が出場しま
した。
　西武台高校は１回戦を突破したものの、２回戦で敗退。西武
文理高校、花咲徳栄高校は初戦敗退で終わりました。３チーム
のこれからの活躍を期待しています。　

【男子】　１回戦　　　西武台 ３−２ 中京大中京
　　　　　　　　　西武文理 ０−３大分
　　　　２回戦　　　西武台 １−２ 米子北（鳥取）

※ 優勝は東福岡高校

【女子】　１回戦　　花咲徳栄 １−１ 文教大明清（北海道）
　　　　　　　　　　　　　　　　（４PK５）

※ 優勝は日ノ本学園高校（大阪）

１回戦　西武台 vs 中京大中京

１回戦　西武文理 vs 大分

２回戦　西武台 vs 米子北

全国高等学校総合体育大会、県勢振るわず
〜西武台高校・西武文理高校・花咲徳栄高校〜

天皇杯、Ｊ２千葉の壁は厚く
〜東京国際大学、１回戦敗退〜
　第９５回天皇杯全日本サッカー選手権大会１回戦は各地で開
催され、埼玉県代表となった東京国際大学サッカー部（関東大
学２部）はＪ２のジェフユナイテッド千葉と対戦しました。残念
ながら、東京国際大学が９０分の中で放ったシュートは１。結果、
３対０と力の差を見せつけられましたが、これを糧に関東大学リ
ーグでは巻き返しを期待しています。
　ちなみに、この日の２点目を挙げたのは、町田也真人選手（浦
和別所少年団〜 FC 浦和〜さいたま市立白幡中学校〜埼玉栄高
校〜専修大学）でした。

８月２９日　フクダ電子アリーナ
１回戦　ジェフユナイテッド千葉 ３−０ 東京国際大学
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●成年男子　熊谷スポーツ文化公園陸上競技場他
１回戦　　　　　茨城県　１—０　埼玉県
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（延長）

第７０回国民体育大会関東ブロック大会 ８月１５日〜１７日

●少年男子　埼玉スタジアム第２グラウンドグラウンド他
１回戦　　　　　埼玉県　０—１　群馬県

　今年の国民体育大会関東ブロック大会は、埼玉県で開催されました。地元開催ということもあり成年男子、少年男子、そし
て女子と３カテゴリー揃っての、和歌山での本大会出場を目指しましたが、結果的には女子だけとなってしまいました。今回は
結果とメンバー紹介、そして女子の下山薫監督へのインタビューを掲載いたします。

１回戦　埼玉県 vs 群馬県１回戦　埼玉県 vs 茨城県

成年男子　監督　秋山　健二（さいたまサッカークラブ）　
 番号 位置 　 名前 　　　　　チーム名 
 １ GK 小川　　駿 さいたまサッカークラブ
 ２ DF 日高　裕貴 さいたまサッカークラブ
 ３ DF 小松　靖和 さいたまサッカークラブ
 ４ MF 石川　峻己 さいたまサッカークラブ
 ５ FW 鶴田　　純 AC アルマレッザ飯能
 ６ DF 鎌田　　雄 さいたまサッカークラブ
 ７ MF 山形　一平 さいたま市役所サッカー部
 ８ MF 岩佐　　歩 さいたまサッカークラブ
 ９ MF 柳沢　祐司 パイオニア川越事業所
 １０ MF 青木　　克 さいたまサッカークラブ
 １１ DF 藤崎　　良 さいたまサッカークラブ
 １２ GK 松井　　匠 さいたまサッカークラブ
 １３ FW 松本洋二郎 さいたま市役所サッカー部
 １４ DF 石丸　皓三 さいたまサッカークラブ
 １５ DF 松永　康司 アルドール狭山フットボールクラブ
 １６ FW 長島　大知 さいたまサッカークラブ

少年男子　監督　翠川　　潤（埼玉県立和光国際高等学校）　
 番号 位置 　 名前 　　　　　チーム名 
 １ GK 宮崎浩太朗 大宮アルディージャユース
 ２ DF 大西　翔也 浦和レッドダイヤモンズユース
 ３ DF 橋岡　大樹 浦和レッドダイヤモンズユース
 ４ DF 大塚　力也 大宮アルディージャユース
 ５ DF 美川　笙乃 西武台高等学校
 ６ MF 井澤　春輝 浦和レッドダイヤモンズユース
 ７ MF 荻原　拓也　 浦和レッドダイヤモンズユース
 ８ MF 篁　　樹生 大宮アルディージャユース
 ９ FW 奥抜　侃志 大宮アルディージャユース
 １０ FW シマブク カズヨシ 浦和レッドダイヤモンズユース
 １１ FW 甲斐　崇史 浦和レッドダイヤモンズユース
 １２ GK 青木　祐太 狭山ヶ丘高等学校
 １３ FW 會澤　唯斗 昌平高等学校
 １４ MF 関根　束真 浦和レッドダイヤモンズユース
 １５ FW 小林　　粋 大宮アルディージャユース
 １６ DF 小林　朋史 大宮アルディージャユース
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　「選 手としても指導 者としても、
国体は初めての経験でした。以前も
クラブとして参加させていただいて
いた経験から、周りのスタッフから
はアドバイスをもらったところ、選
手を集めることが一番大変だと聞い
ていました。
　このお話を受けるにあたって、ユ
ースの選手たちに聞いたところ参加
したいという選手が多く、彼女たち

をベースにして県内の高校、大学、他のチームの選手に集ま
ってもらい、５〜６回練習会を開催してチームを作っていき
ました。はっきりしていたことはＧＫだけは県外の選手ばか
りでしたので、補強しなければと思っていました。
　この練習会で目についたのが、村山（戸木南ボンバーズ→
藤枝順心高校）でした。最初の練習で、うちのユースの選手
たちがやりづらそうで、スピードは目立っていました。ここに

トップの選手でも、チームに馴染みやすいよう、ユース出身
の選手に入ってもらいました。
　チームに対して伝えたのは先に得点することが大事であり、
前後半とも３５分と短いということでした。群馬戦では、１０
分以内に先制できればと思っていましたが、１５分に得点でき、
その後の２点目を取ってからゲームコントロールができるよ
うになりました。東京戦は、開始５分で先制し、前半だけで
４点取ることができました。あと後半、もう１点とってくれれ
ばよかったのですが。
　攻撃面では意思統一できており、チーム全体で「こういう
感じで点を取ろう」というイメージができていました。守備
に関しては……時間が少なかったですね。
　本大会での目標は優勝です。準備期間がありませんので、
個々で課題に取り組んでもらうしかないのですが、埼玉代表
ということで所属しているチームとは違う責任感を感じてい
ます。関東ブロック大会でも多くの皆さんに応援していただ
き、ありがたかったですね。県の代表として、がんばってきます」

●女子　浦和駒場スタジアム他
１回戦　　　　　群馬県　１—５　埼玉県
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　得点者：村山２、加藤、塩越、木崎

代表決定戦　　　東京都　０—４　埼玉県
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　得点者：加藤、金勝、村山、三木

●第７０回国民体育大会 サッカー競技 【女子】１回戦　９月２８日（月）９：３０ 　宮城県 対 埼玉県　会場：サン・ナンタンランド多目的グラウンド

埼玉県選抜・女子代表決定戦　埼玉県 vs 東京都

１回戦　埼玉県 vs 群馬県

女子　監督　下山　　薫（浦和レッドダイヤモンズレディースユース）　
 番号 位置 　 名前 　　　　　チーム名 
 １ GK 池田咲紀子 浦和レッドダイヤモンズレディース
 ２ DF 石井　咲希 浦和レッドダイヤモンズレディース
 ３ DF 大戸　遥可 浦和レッドダイヤモンズレディース
 ４ DF 長嶋　玲奈 浦和レッドダイヤモンズレディースユース
 ５ DF 南　　萌華 浦和レッドダイヤモンズレディースユース
 ６ DF 金勝　里央 浦和レッドダイヤモンズレディースユース
 ７ MF 加藤　千佳 浦和レッドダイヤモンズレディース
 ８ MF 栗島　朱里 浦和レッドダイヤモンズレディース
 ９ MF 塩越　柚歩 浦和レッドダイヤモンズレディースユース
 １０ FW 村山　百花 大東文化大学
 １１ MF 遠藤　　優 浦和レッドダイヤモンズレディースユース
 １２ MF 三木　萌子 浦和レッドダイヤモンズレディースユース
 １３ MF 木崎あおい 浦和レッドダイヤモンズレディースユース
 １４ FW 小嶋　星良 浦和レッドダイヤモンズレディースユース
 １５ FW 髙橋　はな 浦和レッドダイヤモンズレディースユース
 １６ GK 田尻　有美 浦和レッドダイヤモンズレディース

 「本大会での目標は優勝です。」   下山　薫　国体女子監督（浦和レッドダイヤモンズレディースユース）
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今回の高校総体に初出場を果たした花咲徳栄高校の末貴光監督
と、女子技術委員長で久喜高校の長谷川暁雄監督の話を、矢嶋
理子女子委員長と伺いました。

試合環境の充実が急務
——末先生、まずは高校総体出場おめでとうございました。

末　まぐれですよ。
長谷川　いや、土台があっ
てのことです。関東大会の
決勝まで進んで、まぐれと
いうことはありません。
末　でも、そんなに手ごた
えがないんですよ（苦笑）。
運動能力や技術面は、昨年
のチームのほうが上だった
と思うのですが、今年の選
手たちは素直で、チームと
してもまとまりがあります
ね。突出した選手がいない
分、まとまって戦うことが
できていると思います。
　うちでは、サッカー以外のところでも通用する人材を育成して
います。挨拶や返事などはしっかりするよう指導しており、みん
な一生懸命に取り組む姿勢はありますね。
　ただ、この今回の出場も、甲子園出場によって、だいぶ霞みま
したが（苦笑）。

——高校的にはいいことでしたね。さて、実際に全国を戦って
の感想をお聞かせいただけますか。

末　個のレベルを上げていかないといけないと痛感しました。昔
は本庄一、埼玉平成、埼玉栄が大きな存在で、そこに長谷川先生
の久喜が追いついています。改めて思ったのは、創部１０年でこ
こまで来れたのは、皆さんからの教えをいただいたからですね。
特にめぬまカップを経験していなければ、無かったと思います。
長谷川　めぬまカップに、近年始まった「Liga Student」の存在
も大きいですね。大学生も同じリーグで戦えるのですから。
末　関東女子リーグにも参加している前橋育英や日本航空などに
揉まれたことがよかったですね。経験値の高いチームとできるの
がいいです。あと、Liga では武蔵丘短大、尚美学園と同じリー
グですが、埼玉の大学は強いです。

長谷川　ただ、埼玉県リーグと関東リーグとのギャップが大きい
ですよね。
矢嶋　埼玉は県リーグに高校のチームがあまり参加していません。
末　高校のチームがレッズのジュニアユース、エルフェンマリ、
それに大学のチームを超えていくのはなかなか難しいことです。
長谷川　県リーグは中学生チーム、高校、クラブ、大学とカテゴ
リーが違うチームが集まってのリーグ戦なので、日程調整が難し
いですね。個人的に、限られた時間の中で強化をしなければなら
ないわけですから、県リーグよりも Liga を選んでいます。現状、
高校の公式戦と Liga があって、これにプラス α の試合は難しい
ですね。
末　試合会場がないんですよね。高校女子の選手権予選でも会場
が足りない状況が続いています。
長谷川　年間のスケジュール計画をしっかりしないといけません
ね。男子だと「競技部」があって、動いてくれます。女子にはそ
ういう部署がありません。大きな大会の決勝、準決勝くらいは年
間スケジュールの中で押さえていかないと。
矢嶋　高校女子のことは、１２月の会議で話をしましょう。
末　去年は新人戦が川越、高校総体と選手権が駒場で決勝でした。
学校会場ではないので、見に来てもらいやすく、選手にとっても
モチベーションが上がるんですよね。

——昨年の選手権の決勝は、駒場で午前中行いましたね。
午後は男子の関東リーグで、さいたまＳＣが試合を行いまし
た。会場は限られていのですから、カテゴリーを超えた交流
も必要ですね。

長谷川　そうですね。特に決勝をスタジアムで行うと、中学生が
観に来てくれるのです。そこで「自分もここに来たい」と思って
くれるのです。
矢嶋　さいたま市さんには、もっと駒場を貸し出していただける
といいですね。調整しましょう。

高校女子リーグの新設について
長谷川　今、リーグ戦に触
れていましたが、実は高校
女子でもリーグ戦を検討し
ています。「県リーグでや
ってほしい」と言われます
が、どうしても他カテゴリ
ーと一緒になると日程調整
が難しいのですが、同じ高
校同士ならば、時間の都合
もつけやすいのです。東京
ではすでに行っています。
　現在、高校女子のどの大
会も予選リーグを行って、
決勝トーナメントを行って
いますが、これだとどうし
ても日程が長くかかってしまいます。また大差の試合も多いとい
うのが実情です。そこで、試合数の確保という面ではリーグ戦を
活用し、大会はすべてトーナメントで行おうという意見も出てい
ます。
末　埼玉では、勝負だけでなく育成もという考えで、予選リーグ
を入れることで、どのチームにも最低２試合はできるように配慮

末　貴 光 氏

長谷川 暁雄 氏

今の埼玉だからこそ、子どもたちにチャンスがある
〜県高 校 女 子座 談 会 〜
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してきました。１０年前２５
チームだったのが、今は
３５チームになり、共存し
ながら発展を続けていま
す。
　近年、各大学が女子サッ
カー部を立ち上げたこと
で、進路としても魅力的に
なってきましたね。
長谷川　しかし、サッカー
で食べていけるかというと
難しいですよね。ですか
ら、女子サッカーは、サッ
カーを通じて人間的に成長
できるというのが、いいと
ころだと思います。まだまだメジャーではありませんが、アメリ
カでは娘にさせたいスポーツのナンバーワンがサッカーだと言い
ます。
末　日本でも上位に来ていますけどね。
長谷川　そんな中で小学生年代、中学生年代の選手たちを見ると、
埼玉の子どもたちが少なくなってきています。少女、女子のチー
ムが無くなってしまったり、Ｕ−１４のナショナルトレセンに参加
できる選手が減ってきたりしています。いても、県外に出てしま
うことが多いですね。「埼玉の高校に魅力が無いから」という話
を聞きます。ただ、どのチームにもサッカー経験者が入るように
なってきましたから、全体的なレベルは上がっていますね。
末　県外に行くよりも、埼玉にいたほうが全国大会に出場できる
チャンスが出てきていますよね。
長谷川　高校総体の予選となる関東大会は、今まで８都県か
ら３２校出ていましたが、今は各都県から１校となったのですか
ら、都内の予選を勝ち上がるのは本当に大変になったと思います。
全国へも３/ ８ですから、２回勝てばいいし、準決勝で負けても
３位決定戦があります。
矢嶋　Ｕ−１５の皆さんからは、県立高校がんばって、との声を聞
きます。進学とかを考えるとやはりお金がかかりますからね。
長谷川　あと、成績ですね。
末　その先の大学も見据えてほしいものです。子どもたちにとっ

ては、チャンスだと思いますから。ただ、なかなか続けてもらえ
ていないのが実情です。
長谷川　高校までという子が多いですね。「私なんか」と言って、
自信がないようで。そういう子が Liga で大学のチームと試合を
して、手ごたえを感じてくれるようです。
末　埼玉県は、Ｕ−１５も大学も強いのですから、高校が強くなら
ないはずはないのです。ただ、なかなか県内の高校に来てくれま
せんね（苦笑）。
長谷川　リフレッシュ講習会をしたいんですよ。なかなかできな
くて、すみません。そういう場で、各カテゴリーの指導者の皆さ
んと交流したいと考えています。そういうことが続くと、女子全
体がもっと繋がることができるようになると思うのです。
矢嶋　カテゴリーを超えた交流は必要ですね。こちらも協力しま
すので、よろしくお願いします。

——この「SFA NEWS」の紙面も交流の場になればと思って
います。引き続き、よろしくお願いします。今回はありがと
うございました。

矢 島  理 子 氏

年度

２０１０

２０１１

２０１２

２０１３

２０１４

高校生

　７７６

　８３５

　９０２

　９７０

１０２０

中学生

４４３

５２２

５１２

５７１

６１９

小学生

９０６

９２２

９５４

９７８

９５７

高校生チーム数

 ３２（うちクラブ４）

 ３４（うちクラブ４）

 ３５（うちクラブ４）

 ３６（うちクラブ２）

 ３６（うちクラブ２）

中学生チーム数

９（うちクラブ８）

９（うちクラブ８）

１１（うちクラブ１０）

１５（うちクラブ１２）

１７（うちクラブ１５）

小学生チーム数

１８

１９

１８

１８

１７

埼玉県女子・選手登録数

※男子チーム及び上位カテゴリーで活動する女子も含む。

埼玉県女子・チーム数

年度

２０１０

２０１１

２０１２

２０１３

２０１４
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大会記録●県内大会
１種・大学
平成２７年度彩の国カップ大学代表決定戦
７月５日〜２６日　東京国際大学グラウンド他

※優勝した城西大学、準優勝した東京国際大学が彩の国カップに出場する

大会記録●県外大会
１種
第９５回天皇杯全日本サッカー選手権大会
８月２９日〜１月１日　味の素スタジアム他

１回戦 大宮アルディージャ ４—０ 栃木ウーヴァFC
 ジェフユナイテッド千葉 ３—０ 東京国際大学
２回戦 大宮アルディージャ ３—１ 東京ヴェルディ

３種・中学
平成２７年度　学校総合体育大会
７月１８日〜２７日　川越陸上競技場他

※優勝した尾間木中学校、準優勝の田島中学校は関東大会に出場する

フットサル
バーモントカップ２０１５第２５回全日本フットサル大会埼玉県大会
６月６日〜７月１２日

●決勝トーナメント

※優勝した新座片山は本大会に出場する

第１２回全日本女子フットサル選手権大会２０１５埼玉県大会
８月９日　宮代町体育館

●決勝トーナメント

※優勝したSAICOROと準優勝のAventura Kawaguchiが関東大会に出
場する

優勝　さいたま市立尾間木中学校 東京国際大学

１回戦　東京国際大学 vs ジェフユナイテッド千葉決勝　さいたま尾間木 vs さいたま田島

東京国際大学

尚美学園大学

共栄大学

駿河台大学

埼玉工業大学

平成国際大学

獨協大学

芝浦工業大学

文教大学

埼玉大学

城西大学

0 1

2

3

3

2

4

2

3

0

7

0
1

0

2

3

2

0

1

5

　
城西大学

さいたま・田島

坂戸・若宮

蕨・第一

朝霞・第二

さいたま・与野東

秩父・影森

さいたま・内谷

さいたま・土合

新座・第二

東松山・東

入間・藤沢

ふじみ野・福岡

鶴ヶ島・藤

さいたま・本太

さいたま・尾間木

さいたま・大原

尾間木
11

0

1

3

2

4

1

1

3

2

2

3

0

5

0

0

2

7

0

2

1

1

0

4

2

3

0

0

1

0-0
1-1
0-0
0-0
1PK3

3

5
PK

4

8

3

1

11

2

GRANDE・A

エクセレント

新座片山

アルコイリスFC

FCアビリスタ

紋蔵庵FC

EC FUJIMINO

プエブラfc Jr.

新座片山

1

9

10

4

1

2

5

4

6

4

SAICORO

FFC Estrela NOVO 川口

レスト戸田FCレディース

Aventura Kawaguchi

SAICORO

2

0

1

2

１種
平成２７年度彩の国カップ 第２０回埼玉県サッカー選手権大会
８月１日〜２３日　埼玉スタジアム第３グラウンド他

準決勝 城西大学 ２—１ さいたまSC
 大成シティFC坂戸 ０—２ 東京国際大学
決勝 城西大学 １—３ 東京国際大学
※優勝した東京国際大学は埼玉県代表として天皇杯に出場する
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１種・自治体
第４４回全国自治体職員サッカー選手権大会
８月１日〜４日　カムイの杜公園多目的広場他

１回戦 さいたま市役所 ４—０ 岡山市役所
２回戦 さいたま市役所 ３—０ 鹿児島市役所
準々決勝 さいたま市役所 ４—３ 函館市役所
準決勝 さいたま市役所 １—３ 東京消防庁
※優勝は藤枝市役所

１種・大学
第３９回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント
８月７日〜１６日　キンチョウスタジアム他

１回戦 阪南大学 ５—０ 平成国際大学
※優勝は、関西学院大学

２種・高校
平成２７年度全国高等学校定時制通信制体育大会 第２５回サッカー大会
８月７日〜11日　清水ナショナルトレーニングセンター他

１回戦 平塚商業高校 １—１ 大宮中央高校
  （２PK３）

２回戦 大宮中央高校 ５—１ 四日市工業高校
準々決勝 大宮中央高校 １—２ 静岡中央高校
※優勝は静岡中央高校

２種・クラブ
第３９回日本クラブユースサッカー選手権（U−１８）大会
７月２２日〜８月１日　ニッパツ三ツ沢公園サッカー場他

●予選リーグ
グループＤ 大宮アルディージャ １—０ セレッソ大阪
 大宮アルディージャ １—０ ジュビロ磐田
 サンフレッチェ広島 ４—１ 大宮アルディージャ
ラウンド１６ 川崎フロンターレ １—４ 大宮アルディージャ
準々決勝 大宮アルディージャ ４—０ コンサドーレ札幌
準決勝 ジェフ千葉 ０—１ 大宮アルディージャ
決勝 横浜Ｆ・マリノス ５—３ 大宮アルディージャ

３種・中学校
第４６回関東中学校サッカー大会
８月７日〜９日　敷島公園サッカー・ラグビー場他

１回戦 さいたま市立尾間木中学校 ４—１ 玉村町立玉村中学校
 渋川市立子持中学校 ２—０ さいたま市立田島中学校
準々決勝 さいたま市立尾間木中学校 １—１ 暁星中学校
  （２PK３）

第５代表決定戦 
 さいたま市立尾間木中学校 １—１ 桐蔭学園中学校
  （３PK４）
第７代表決定戦 
 さいたま市立尾間木中学校 １—１ 渋川市子持中学校
  （４PK５）
※優勝は暁星中学校。上位７チームが全国中学校大会に出場。

３種・クラブ
第２１回関東クラブユースサッカー選手権（U−１５）大会 兼
第３０回日本クラブユースサッカー選手権（U−１５）大会・関東予選
６月２０日〜７月１２日　河口湖サッカー場他

１回戦 Ｓ・Ｔ・FC ０—１ 大宮アルディージャ
 CA アレグレ １—６ GRANDE FC
 ジェフユナイテッド市原・千葉 ３—０ HAN FC
 前橋FC １—０ FC KASUKABE
 埼玉UNITED FC FESTA ７—２ FC厚木JY DREAMS
 浦和レッドダイヤモンズ ２—４ 大豆戸FC
 クマガヤSC  ５—０ 蹴球団藤岡キッカーズ
 川崎フロンターレU−１５ ４—０ 1FC川越水上公園
 クラブドラゴンズ ３—０ 東松山ペレーニアFC
２回戦 湘南ベルマーレU−１５小田原 ３—０ 埼玉UNITED FC FESTA
 FC多摩JY １—０ GRANDE FC
 クマガヤSC  ２—０ 大宮アルディージャ
ベスト１６ ヴァンフォーレ甲府ＪＹ ２—１ クマガヤSC
  （延長）

女子
第２０回関東女子ユース（U−１５）サッカー選手権大会 兼
第２０回全日本女子ユース（U−１５）サッカー選手権大会関東予選
６月１３日〜２１日　熊谷スポーツ文化公園陸上競技場他

１回戦 白岡SCL ０—５ ジェフ千葉Rame
 大宮FCエンジェルス０５ ３—２ 河内SCジュニベール
 ASエルフェン埼玉マリ ０—０ 日テレ・メニーナ・セリアス
  （７PK６）
２回戦 浦和レッズＬジュニアユース ３—０ FC Belta
 大宮FCエンジェルス０５ １—０ 修徳中学校
 ジェフ千葉Colza ０—１ ASエルフェン埼玉マリ
  （延長）
 １FC川越水上公園メニーナ １—２ AC館林フェリス
準々決勝 浦和レッズＬジュニアユース １—３ スフィーダ世田谷FCユース
 ジェフ千葉Rame ４—０ 大宮FCエンジェルス０５
 ASエルフェン埼玉マリ １—０ 青梅FCストロベリー
準決勝 ASエルフェン埼玉マリ ２—０ 十文字中学校
決勝 スフィーダ世田谷FCユース ０—１ ASエルフェン埼玉マリ
５位〜８位決定戦
 浦和レッズＬジュニアユース ２—０ 大宮FCエンジェルス０５
 浦和レッズＬジュニアユース ３—０ 青梅FCストロベリー
 大宮FCエンジェルス０５ ３—０ AC館林フェリス
９位・１０位決定戦
 １FC川越水上公園メニーナ ２—１ ノジマステラ相模原アヴェニール
 ザスパクサツ群馬Ｕ−１５ ２—１  １FC川越水上公園メニーナ
※ASエルフェン埼玉マリが優勝。上位１０チームが全国大会に出場する

４種
第３９回関東少年サッカー大会
８月２２日、２３日　朝霞中央公園陸上競技場他

●グループリーグ

●１位トーナメント
１回戦 川崎フロンターレ ４—０ 1FC川越水上公園
 東京ヴェルディ ３—３ レジスタFC
  (２PK１)

●２位トーナメント
１回戦 新座片山 FC ５—１ ブルーボタンSC
準決勝 柏レイソル ０—２ 新座片山 FC
決勝 新座片山 FC ５—１ 市川FC
※優勝は川崎フロンターレＵ−１２

 

１位

２位

３位

川崎U－１２

＊

０－５

０－１

新座片山

５－０

＊

０－５

山城

１－０

５－０

＊

１FC川越

＊

０－４

０－２

ブルーボタン

４－０

＊

１－２

つくし野SC

２－０

２－１

＊

勝点

６

３

０

 

川崎フロンターレU－１２

新座片山FC少年団

山城サッカースポーツ少年団

Cブロック

 

１位

２位

３位

勝点

６

３

０

 

１FC川越水上公園

ブルーボタンサッカークラブ

つくし野SC

Dブロック

レジスタ

＊

０－６

１－６

市川

６－０

＊

２－５

御厨

６－１

５－２

＊

 

１位

２位

３位

勝点

６

３

０

 

レジスタFC

市川フットボールクラブ

御厨フットボールクラブ

F ブロック

順位決定戦 クラブドラゴンズ ２—２ クマガヤSC
  （４PK３）

 ジェフユナイテッド市原・千葉 ２—４ クマガヤSC
※優勝は横浜 FC。クマガヤ SC が第１４代表として全国大会に出場

第３０回日本クラブユースサッカー選手権（U−１５）大会
８月３日〜１２日　帯広の森球技場他

グループＧ 横浜FC ２—１ クマガヤSC
 ガンバ大阪 ３—０ クマガヤSC
 シーガル広島 １—４ クマガヤSC
※クマガヤ SC はグループ３位で終了。優勝は横浜Ｆ・マリノス
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インフォメーション
●２０１８FIFAワールドカップロシア アジア２次予選 兼 
AFCアジアカップUAE２０１９ 予選開催
　９月３日、埼玉スタジアムにおいて、「２０１８FIFA ワールドカッ
プロシア アジア２次予選 兼 AFC アジアカップ UAE ２０１９ 予
選」として日本代表とカンボジア代表の試合が開催されました。
結果は３対０で日本代表が勝利しました。なお、８日に開催さ
れたアフガニスタン代表との試合は、６対０と圧勝し、予選突
破へ弾みをつけました。

●JFAキッズ（Ｕ−１０）フェスティバル in 坂戸開催
　９月１２日に、坂戸市民総合運動公園多目的運動場において、
JFA キッズ（Ｕ−１０）フェスティバル in 坂戸が開催されました。
１６チーム、１９５名（男子１７５名、女子２０名）もの子どもたちが一
日ボールを追いかけていました。また２６０名の保護者の皆さん
からも、大きな声援をいただきました。
　これまで県単位でキッズフェスティバルを開催してきました
が、これからは市町単位での開催も検討しています。一人でも多
くの子どもたちにサッカーの楽しさを知ってもらえるよう継続し
てまいります。

●第９４回全国高校サッカー選手権大会埼玉県大会　
決勝トーナメント組合せ決定
　９月１１日に、さいたま市文化センターにおいて、公開組み合
わせ抽選会が開催されました。日程など詳細は、ホームページ
でご確認ください。
　なお、学校会場及び浦和駒場スタジアム、戸田市惣右衛門サ
ッカー場には駐車場はございませんので、公共交通機関をご利
用ください。越谷しらこばと陸上競技場、熊谷スポーツ文化公
園陸上競技場、埼玉スタジアムも駐車場が限られておりますの
で、こちらも公共交通機関をご利用ください。学校周辺の路上
駐車、商業施設への無断駐車は絶対にお止めくださるようお願
い致します。

事務局だより
●天候不安の中、ミニ国・代表戦・天皇杯
が無事行えた事にホッとしています。（坂庭）
●ベランダで、ゴーヤのグリーンカーテンを
作りました。その脇でスィートバジル、ミン
トも栽培中。でも、パセリだけ芽が出てき
ません……なぜ？（こいち）
●この数ヶ月、身近な部分も含めて環境が
変わり、いろいろと慌ただしくしていました
が、先月から今月に掛けてやっと少し平穏
を取り戻してきた気がします！　まだ落ち着
かない感もありますが、時間が掛かりそう
なのでゆっくりと……。（かのう・笑）
●暑さも落ち着き、ようやく涼しい季節と
なってきました。私の夏を振り返ってみると、
国体関東ブロックや日本クラブユースなどサ
ッカーの記憶は残っているのですが、どこ

かに遊びに行ったりなど出かけた記憶が全
くありません……。お祭りや花火など、夏ら
しいことがしたかったです (;_:)　皆さんは
どんな夏をお過ごしでしたか？（阿部）
●秋の夜長に何をしようかと考える時間が
とても楽しい今日この頃です。考えてばかり
で秋が終わってしまうかも。。。（石川）
●いつの間にか、日も短くなり虫の音が聞こえ
る季節となりました。先日のワールドカップ２次
予選では勝ちましたね、この調子で勝ち抜けて
欲しいものです。これから、冬の高校選手権も
始まります。今年はどこが出場するか楽しみで
す。また、審判員の方々は来年度に向けた更新
講習会が開催されています。必ず受講して下さ
い。Kickoff 操作等で不明な事項は、登録デス
ク（050-2018-1990）へお願いします。（藤澤）

編集後記
　レッズがまさかのナビスコカップ敗退
となりました。なんとか２nd ステージ
も制覇して、チャンピオンシップ、さら
に天皇杯と行ってほしいものです。アル
ディージャも、リーグだけでなく、天皇
杯も限りなく上位を目指してください。
　さて、関東ブロック大会から天皇杯の
２回戦まで、県内は怒涛の日々が続きま
した。とはいえ、様々な事業・大会が次
から次へやってきています。食欲の秋で
す。選手の皆さんには体力をつけてい
ただき、役員の皆さんはご自愛ください。

（荒川）

シニア
関東シニアサッカー選手権（Ｏ−６０）
８月１日、２日　神奈川県立体育センター陸上競技場・球技場

予選リーグ 埼玉シニア６０ ２—０ ドリーム水戸シニアFC
 埼玉シニア６０ ４—０ 群馬FC６０
 埼玉シニア６０ ０—０ 湘南茅ヶ崎FC赤羽根６０
決勝戦 埼玉シニア６０ １—０ セレクシオン・トキオ・ロホFC

フットサル
第１１回全日本大学フットサル大会関東大会
７月１２日　渋川総合公園体育館

１回戦 武蔵丘短期大学 ８—１０ 高崎健康福祉大学
※優勝は順天堂大学

第２回全日本ユース（Ｕ−１８）フットサル大会
７月１９日　神奈川県立体育センタースポーツアリーナ

１回戦 フットボウズ・フットサル １０—２ デールさいたま
※優勝したPSTCロンドリーナと準優勝の佐野日大高校が全国大会に出
場する

バーモントカップ第２５回全日本少年フットサル大会
８月１４日〜１６日　駒沢オリンピック公園体育館他

グループＧ 新座片山FC少年団 ５—１ 津ラピドＦＣ（三重県）
 新座片山FC少年団  １０—４ コパムンディアル（宮城県）
 新座片山FC少年団 ９—２ FCトンジュニア（石川県）
ラウンド１６ 新座片山FC少年団  ６—11 FCバレンティア（和歌山県）
※優勝はブリンカールFC（愛知県）

第１０回全国ビーチサッカー大会関東大会
７月２５日、２６日　鹿嶋市平井海岸

●１次リーグ

※東京レキオス BS が優勝、準優勝 G.C ネリネ、３位の湘南スプレッ
ド１５４５が全国大会に出場する
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第２０回全日本女子ユース（U−１５）サッカー選手権大会
７月２５日〜３１日　J-GREEN堺

１回戦 ASエルフェン埼玉マリ ３—２ 青崎FC Hanako Clover's
 岡山湯郷BelleＵ−１５ ０—０ 大宮FCエンジェルス０５
  （５PK６）

 浦和レッズＬジュニアユース ２—０ ベガルタ仙台ジュニアユース
２回戦 ASエルフェン埼玉マリ １—０ 東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部
 大宮FCエンジェルス０５ ０—０ 浦和レッズＬジュニアユース
  （４PK３）

準々決勝 ASエルフェン埼玉マリ ０—３ JFAアカデミー福島
 セレッソ大阪堺ガールズ ０—０ 大宮FCエンジェルス０５
  （４PK２）

※優勝はセレッソ大阪堺ガールズ


