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みんなのスクール紹介！スクール 　火曜 学院大学クラス　火曜 学院大学クラス

　「この試合は悲劇的な展開だったのでよく覚えている
（笑）。この年の IFA リーグは苦戦続きで、リーグの終盤は
残留争いをしていた。そのような中迎えた同じく残留争い
をしている KⅡとの直接対決。絶対に勝たなければならな
いゲームで、後半アディショナルタイムにまさかの同点
ゴールを決められた。この時期、チームはずっと勝ててい
なくて、久しぶりの勝ち点 3 だと思い安堵していたら、ラ
ストプレーで勝点 2 が逃げたとてもとても悔しい試合だっ
た。」

　・このスタッフ、選手のインタビューをやってほしい！
　・あんなことを取り上げてほしい！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　などなど
　みなさんのアイデアを募集します！
　あて先は seniors@tsukuba-fc.com まで。アイデアと
参加しているクラス（カテゴリー）、名前を明記の上、応
募してください！
　みなさんのアイデアお待ちしております！
　　　　　　　　　　　　　　　　

９期生（２０１２年度卒）９期生（２０１２年度卒）

IFA （U-15） リーグ　vsＫⅡ　１－１ △IFA （U-15） リーグ　vsＫⅡ　１－１ △

内田アカデミーダイレクター（前ジュニアユース監督）の

                歴代

内田アカデミーダイレクター（前ジュニアユース監督）の

                歴代 PICK UP GAME vol.5

今
 YukiKOYAMA小山 勇気FILE
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筑志クラブ
TSUKUSHI CLUB LETTER

通信

つくばＦＣ　
    スタッフギャラリー第

3回

Gakuen
リーグ

　４月２日、つくばFC社会人チームが
参戦する「平成２８年度筑波学園都市
リーグ」が開幕した。今シーズンは昨年
同様３部リーグに属しており、２部昇格
を目指す。
　迎えた初戦、相手はACトリヒュルス。
立ち上がりこそ押し込まれたが、２１
分、MF鈴木達が３人を抜き去り、ゴール
左上隅に鮮やかなゴール。続く２３分に
はDF渡辺の技ありループシュートが決
まり追加点。さらに３１分、鈴木達がこ
の日２点目を決めた。後半に入ると負傷
者が出て１０人で戦う場面もあったが、
何とか守りぬき３‐０の快勝。初戦を勝
利で飾った。
　悲願の昇格へ、幸先良いスタートを
切った。次節、トーベン戦に注目だ！

第１節 vs AC トリフュルス 3-0　

筑波学園リーグ

2016 シーズン開幕！！

GOAL 
  GETTER

鈴木達×
渡辺×

　　月は、4月からオープンした筑波学院大学グラウンド（通称：T
フィールド）の火曜日クラスです。まだ始まったばかりのクラスで、
人数は少ないのですが、東田コーチ・深澤コーチと楽しく練習中!!
まだまだ参加者募集
中です！最高のピッ
チでサッカーを上手に
なろう！

SUGAHARA Haruka菅原 明香FILE
No.5

1991 年 9 月 2日生 東京都杉並区出身

▶「すがわら」ではありません。「すがはら」です。
▶ラーメンが大好き
▶つくば FCレディースの選手としても活躍！
　背番号は 5番！

杉並区立東田小学校  → 杉並区立東田中学校
　　　　　  　　　　→ 東京都立駒場高等学校
　　　　　　　  　　→ 筑波大学体育専門学群
　　　　　　　  　　→ 筑波大学大学院 
　　　　　　　　　　　人間総合科学研究科
　　　　　　　　　　　　　　　 体育学専攻

PLOFILE

Q. 趣味は何ですか？休日はどんなことして過ごしていますか？
A. 趣味 漫画を読むこと、YouTube でおもしろい動画を探すこと
　休日 サッカー
Q. つくば FCで働こうと思ったきっかけは？
A. 子供から大人まで関われるから。地域にそった活動が魅力的だったから。
　サッカーができる！
Q. みなさんに、一言！
A. 私は現在、つくばFCレディースに所属しており、選手兼スタッフで働
  かせていただいています。サッカーができる環境、応援してくださる方
  々に感謝し、サッカーも仕事も頑張りたいと思います！
　よろしくお願いします！

1991 年 5月 22 日生 大阪府交野市出身

▶顔はクール、心はアツい
▶関西人としゃべる時だけ関西弁
▶筑波大学蹴球部出身。ポジションはMF

交野市立交野小学校→関西創価中学校
　　　　　　　　　→関西創価高校
　　　　　　　　　→筑波大学体育専門学群
　　　　　　　　　→筑波大学大学院
　　　　　　　　　　　人間総合科学研究科
　　　　　　　　　　　　　　　　体育学専攻

PLOFILE

Q. 趣味は何ですか？休日はどんなことして過ごしていますか？
A. 将棋，動画鑑賞

Q. つくば FCで働こうと思ったきっかけは？
A. 尊敬する先輩である坂本龍一選手に声をかけられたから
Q. みなさんに、一言！
A. 現在、レディースユースの監督をさせて頂いている小山です。
　今年からはスクールや保育園指導も担当するので、皆さんとサッカーで
  きるのがとても楽しみです！
　どうぞよろしくお願いします！

企画大募集
！

企画大募集
！

サッカーの応援を本格的にやってみたい方

や、応援で地域、クラブを盛り上げたい方、

応援団を１から作り上げたい方などなど・・・

少しでもつくば FCの試合で応援をやりたい

と思っている方なら誰でも大歓迎です !

PEACS   

連絡先：

peacs-tsukuba-fc@googlegroups.com

http://peacs.weebly.com/ご興味のある方はお問い合わせください。

（つくばFC応援団） メンバー
募集中‼

カシマまであと１勝。無失点のまま準決勝へ

つくば FC ネクスト

つくば FC
ネクスト

1-0
3-0

鈴木 (悠 )

宮本 (翔 ) 野間田

 坂野

芝尾

濱野 橋本 阿部 黒滝

中村

森

　全国クラブチーム選手権茨城県予選２回戦 
　　　　　　　vs 岩瀬サッカークラブ 
　　　　　　　　　　4 月 10 日（日）神栖総合公園

岩瀬
サッカークラブ4-0

（　　）
32min 

50min 

86min 

89min

濱野竜矢

芝尾旭人

中村香介

吉田大成
（　　）

つくば FC
ネクスト

5-0
4-0

CLUB RKC9-0

鈴木 (悠 )

吉田 野間田

 中村

芝尾

濱野 橋本 久野 阿部

黒滝

森

　全国クラブチーム選手権茨城県予選 3 回戦 
　　　　　　　　　　vs CLUB RKC
　　　　　　　　　4 月 17 日（日）ひたちなか市総合運動公園

中村×３

野間田×２

吉田×２

芝尾、黒滝

試合予定

茨城県知事杯３回戦

応援よろしくお願いします！

５月１日（日）　１２：２０　みらい平グラウンド

next match of TSUKUBA FC NEXT

VS DSC つくばVS DSC つくば

　つくばFCネクストは昨年準優勝に終わったクラブチーム選手
権茨城県大会の準決勝までコマを進めた。初戦となった２回戦で
は危なげない戦いで勝利し、３回戦では大雨・強風という悪条件の
なか、８得点を奪い大勝した。

ジョイフル本田つくば FC

原田

今橋斉木 井上深澤

郡司
[→宮本 (英 )]

高柳
[→齊藤 ]

中里
今井川村

小黒

　関東サッカーリーグ 1 部前期第１節 
　　vs 横浜猛蹴 
　　　　　　４月３日（日）セキショウチャレンジスタジアム

横浜猛蹴ジョイフル本田
つくば FC 2-2

（　　）0-1
2-1

32min 
50min 
86min 
89min

横浜猛蹴
川村誠也
横浜猛蹴
川村誠也

原田

今橋坂本
[→斉木 ]

井上深澤

宮本 (英 )

村木
[→郡司 ]

中里
[→高柳 ]

今井川村

小黒

原田

今橋深澤 齊藤井上

宮本 (英 )
[→赤尾 (凌 )]

村木
[→高柳 ]

中里
[→郡司 ]

今井川村

小黒

　関東サッカーリーグ 1 部前期第２節 
　　vs エリース FC 東京 
　　　　　　４月１０日（日） 東京多摩フットボールセンター

エリース FC
東京

ジョイフル本田
つくば FC3-0

（　　）1-0
2-0

6min 
68min 
69min 

エリース
エリース
エリース

　関東サッカーリーグ 1 部前期第３節 
　　vs tonan 前橋
　　　　　４月１６日（土）セキショウチャレンジスタジアム

tonan 前橋ジョイフル本田
つくば FC 1-1

（　　）1-1
0-0

 9min 
23min 

tonan前橋
中里勇斗

順位
１

２
３
４
５
６
7

8

チーム名

東京２３FC

VONDS 市原

2016 年 関東サッカーリーグ１部 順位表 (3節終了時点）

エリース FC東京

ヴェルフェたかはら那須

流通経済大学 FC

ジョイフル本田つくば FC

tonan 前橋

横浜猛蹴

勝点 勝 負 分 差

4

7

7

6

4

2 0 1 2 -3

1 0 2 1 -2

9 さいたま SC

FC KOREA

1 0 2 1 -5

10 0 0 3 0 -6

9 3

2

2

2

1

1 011

111

000

210

410

900

GOAL

GOAL GOAL

GOAL GOAL

ジョイフル本田つくばFC スタートダッシュならず・・・

試合予定

関東サッカーリーグ１部 前期第５節

応援よろしくお願いします！

５月１日（日）１６：００　セキショウチャレンジスタジアム

VS FC KOREAVS FC KOREA

next match of  JOYFUL HONDA TSUKUBA FC

　関東サッカーリーグは３節まで終えて
ジョイフル本田つくばFCは１分２敗の暫
定７位。厳しいスタートとなった。
　開幕となった横浜猛蹴戦では土壇場に
川村の２ゴール目で追いつくも、２戦目の
エリースFC東京には完敗。第３節のtonan
前橋戦でも、先制点を奪われる厳しい展開
となる。前半のうちに新加入中里のミドル
シュートで追いついたが、
その後は逆転できず１－
１のドロー。
　目標であるJFL昇格に向
けて、スタートダッシュと
はならなかったが、まずは
初勝利を掴み、浮上のきっ
かけを作りたい。

tonan前橋戦で今
季初ゴールを決め
た新加入の#19 中
里

　つくばFC検定 答え→　 　第１問 A　第２問 D　第３問 B　



つくばＦＣジュニアユース

つくばＦＣレディースユース

つくばＦＣレディース

　IFA リーグ (U-15) 1 部 第 3 節
　　●1－2　 vs 大久保中学校  

　クラブユース選手権県予選 1 回戦
　　●1－3　 vs FC リベルタ  

　IFA リーグ (U-15) 3 部 第 2 節
　　●0－1　 vs 守谷愛宕中学校

　Trainning Match(30min×2)
　　△1－1　 vs FC プラウド U-14

噛み合わず、 リーグ戦 ・ CY ともに敗戦 トップチームのホームゲーム
運営を手伝いました！UU-15-15TEAMTEAM

UU-14-14TEAMTEAM

UU-13-13TEAMTEAM

１１人の中学１年生が加わりました !!

() 内は前所属、☆つき選手はつくば FC ガールズ出身

新入生も加わり、BBQ 大会開催♪

チャレンジリーグホーム初勝利
                         ＆今季初勝利

　レディースユースチームは、新中学１年生が本格的
に合流。交流会を兼ねてBBQ大会を開催しました！
　４月にはプリンセスリーグ、５月にはU-15選手権が
開幕します。１年生は試合に出られるよう、２年生以
上はチームを勝利に導けるよう、トレーニングしてい
ます！

　尾澤南音　　（サンダーズFC）
　金井綾音　　（サンダーズFC）
　☆長戸永実　（つくばFCガールズ）
　☆伊橋愛音　（中根FC）
　淀川知華　　（牛久FC）
　中川柚花　　（とりで倶楽部）
　鈴木そら　　（乙戸SC）
　前田星　　　（FC谷井田）
　佐藤陽花　　（ばらきSC）
　畠山恵里有　（アイデンティみらい）
　山崎天舞　　（谷原SSS）

　運営の手伝いをしながらトップチームの試合も観
戦。何を感じ、これからに活かすかは自分次第です！

　残念ながら、途中で雨天中止となってしまいまし
たが、少しづつ新しいメンバーとのサッカーに慣れ
てきました。
　

　IFAリーグ、クラブユース選
手権茨城県大会ともに勝利す
ることができなかった。
　リーグ戦は３節終わって１
分２敗。日々の練習の取り組み
からチーム力を総合的に伸ば
すことが課題となる。

トレーニングマッチ レポート
TRAINING MATCH　　　　　REPORT

　⇒答えは最後のページの一番下！！

　つくばFC検定とは・・・？
　　クラブ創立20年を超えて、更に多くの方々につくばFCというクラブを知ってもら
い、愛してもらうための取り組みです。ぜひ、ご家族でご参加ください^-^

第1問
　ジョイフル本田つくばFCとつくばFCレディースのユニフォーム左袖に、今シーズンから掲載されて
いる広告はどこの組織名？
　　　　　　　　　　A:JICA　　　　B︓FIFA　　　　C:IOC　　　　Ｄ︓NISA　　

第2問
　2015年度につくばFCが実施したゲストティーチャー活動にて、のべ何名の児童・園児が、つくばFCと一緒にサッ
カーをしたでしょうか？
　　　　　　　　A:1200名　　　B︓2000名　　　　C:3500名　　　　D:4400名
第3問　　
　　今シーズンから、つくばFCレディースのユニホームの背中に掲載されている企業名は？
　　　　　　　A:関澤商事　　　B︓一誠商事　　　　C:冨澤商事　　　　D:阿部商事

つくば FC 検定～第 5回～

早瀬

順位
１

２
３
４
５
６

チーム名

常盤木学園高等学校

オルカ鴨川 FC

2016 年 チャレンジリーグ EAST 順位表 (4/20 時点）

つくば FCレディース

大和シルフィード

ノルディーア北海道

JAPANサッカーカレッジレディース

勝点 勝 負 分 差

1

3

4

3

0

6 2

1

1

1

0

0 -302

-411

001

301

110

300

試合予定

チャレンジリーグ EAST 第１０節

応援よろしくお願いします！

５月１日（日）１１：３０　セキショウチャレンジスタジアム

VS 常盤木学園高等学校VS 常盤木学園高等学校

next match of  TSUKUBA FC LADIES

試合予定

IFA リーグ（U-15)１部 第５節

応援よろしくお願いします！

５月１日（日）１０：００　柏原サッカー場

VS アウル取手VS アウル取手

IFA リーグ（U-15)
３部 B ブロック 第４節

５月１日（日）時間・会場　未定

VS 土浦第六中学校VS 土浦第六中学校

next match of  TSUKUBA FC JUNIOR YOUTH

UU-15-15TEAMTEAM

UU-14-14TEAMTEAM

試合予定

茨城県女子ユース（U-15）サッカー選手権大会

応援よろしくお願いします！

５月３日（火・祝）１４：００　卜伝の郷運動公園

VS 水戸ホーリー EIKO レディースVS 水戸ホーリー EIKO レディース

next match of  TSUKUBA FC LADIES YOUTH

國香

田口柿木 小池小塙
[→尾山 ]

井上
[→小島 ]

衣奈
[→牛玖 ]

菊地

大木藤井

亀井
[→遠藤 ]

　チャレンジリーグ EAST 第 1 節 
　　vs 常盤木学園高等学校
　　　　　　４月１０日（日） 宮城県サッカー場 Aグラウンド

常盤木学園
高校

つくば FC
レディース1-0

（　　）0-0
1-0

83min 常盤木高

GOAL

GOAL

佐藤瑠GOAL

　チャレンジリーグ EAST 第２節 
　　vs JAPAN サッカーカレッジレディース
　　　　　４月１６日（土） セキショウチャレンジスタジアム

JSCLつくば FC
レディース 1-0

（　　）0-0
1-0

國香

田口遠藤 小池
[→柿木 ]

藤井

尾山

衣奈菊地

小島井上

小塙
[→牛玖 ]

60min 衣奈知鶴

GOAL

　つくば FC レディースは４月１６日（土）にセキショウチャレンジスタジアムで
行われたチャレンジリーグ EAST第２節 vsJAPAN サッカーカレッジレディースに
勝利し、チャレンジリーグでのホーム戦初勝利と今シーズンの初勝利を手にした。
　開幕戦では、常盤木学園高校にアウェイで惜敗し、迎えたホーム初戦。前半は
両チームともにチャンスをなかなか作り出せず、０－０でハーフタイムを迎える。
後半も立ち上がりはスコアが動かずに
いたが、６０分に左サイドから藤井が
クロスボールをあげ、中央で衣奈が左
足で合わせ先制点を奪う。その後は
JAPAN サッカーカレッジレディースに
押し込まれる時間が続くが、最終ライ
ン中心に体を張った守りで相手に得点
を許さず、時には鋭いカウンターで相
手ゴールを脅かした。
　チャンスを作り出すも決めきれず、
課題も残る試合となったが、待望のホー
ム初勝利を掴みとったことは今後につ
ながる大きな成果となった。

第２節で決勝点を挙げ
た#8 衣奈

つくば FCユース

　関東クラブユース選手権 1 次リーグ第 1 節 
　　〇8－1　 vs アイデンティみらいユース  

　関東クラブユース選手権 1 次リーグ第 2 節 
　　●1－2　 vs YSCC 横浜ユース  

　４月に入り、ユースチームはクラブ
ユース選手権が開幕。初戦を勝利し、１
次リーグ突破に一歩前進した。
　来月にスタートする県リーグでは、３
部昇格が目標となる。市長杯優勝の勢い
のまま、全勝で昇格を目指す。

八木

牧野松本 中村松浦

中根 深津

小野 岡室菅野 三澤

小野 ×２ 岡室 ×２ 中根 菅野 松本

岡本

岡本

つくば市長杯優勝 !!

1 日目

vs 竹園高校　〇２－１
　　　　　　【得点】 中根　菅野

vs 茗渓学園高校　〇４－３
　　　　　　【得点】 小野　中本　松本　三澤

vs FC バルツォ　〇３－０
　　　　　　【得点】 三澤　中根　岡室

vs つくば工科高校　〇１３－０
　　　　　　【得点】 中本 ×２　菅野 ×３　三澤
　　　　　　　　　　　　 松本 ×２　中村　中根　岡室 ×２
　　　　　　　　　　　 　深津

2 日目

アイデンティみらい戦スターティングメンバー

試合予定

茨城県リーグ４部 Aブロック 第１節

応援よろしくお願いします！

５月１日（日）９：００　筑波学院大学

VS つくば国際大学高校VS つくば国際大学高校

next match of  TSUKUBA FC YOUTH

GOAL

GOAL

クラブユース開幕！県リーグ初戦も間近


