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みんなのスクール紹介！スクール 　火曜 U-６ イオンクラス　火曜 U-６ イオンクラス

今　 月（こんげつ）紹
介（しょうかい）する
スクールは、火曜日
（かようび）シューレ
U-6クラスです。
　担当（たんとう）
コーチは、今橋（いま
はし）コーチと小黒
（おぐろ）コーチで
す。『ジョイフル本田
つくばFC』の中心
（ちゅうしん）選手
（せんしゅ）として活
躍（かつやく）している、現役（げんえき）バリバリのコーチです！
　普段（ふだん）試合（しあい）で見せる表情（ひょうじょう）と
は違う（ちがう）、コーチとしての二人はとても優（やさ）しい
おにいさん。この日はまず、ボールと友達（ともだち）になれる
練習（れんしゅう）。だれが一番（いちばん）高（たか）くボール
を上に投（な）げられたかな？シュートの練習もいっぱいしま
した。最後（さいご）には、楽（たの）しみにしていた試合！ボー
ルと友達になったみんなのプレーはかっこよかったよ！
　みんな楽しそうな火曜シューレU-6 クラス、元気に活動中！

関東サッカーリーグ
後期リーグがスタート

試合予定

茨城県社会人サッカーリーグ２部 Aブロック第６節

応援よろしくお願いします！

７月３１日（日）９：００　筑波学院大学　Tフィールド

VS ファンタジアVS ファンタジア

next match of  TSUKUBA FC NEXT

　まだ県1部リーグ所属だったにも関わ
らず、関東予選を勝ち抜き、全国社会人大
会で4位という快進撃を見せてから3年。
2回目の全国への切符をつかみ取った。
　代表決定戦の相手は関東2部の日立ビル
システム。前半からチャンスを作るも、得
点できずに0-0で折り返す。後半に井上が
待望の先制点を叩き込む。中里のダメ押し
ゴールも決まり2-0で快勝となった。
　全国社会人サッカー大会は10月に愛
媛県で開催される。

ジョイフル本田つくばFC監督　副島秀治
～全国社会人大会に向けて～

「５日間で５試合という過酷な大会です。
選手のコンディショニングが一番のカギ
となるので、そこに重点を置き、良い準備
をしていきたいですね。
優勝を目標に、最低でも前回を上回る３位
以上の成績を残し、JFL昇格に向けて前進
していきたいと思います。」

　関東リーグは後期第3節まで終了
し、ジョイフル本田つくばFCは勝ち点
20で5位。首位との勝ち点差は6となっ
ている。

　関東サッカーリーグ 1 部後期第１節 
　　 ジョイフル本田つくば FC横浜猛蹴 3-2
　関東サッカーリーグ 1 部後期第２節 
　　ジョイフル本田つくば FC エリース FC 東京7-2
　関東サッカーリーグ 1 部後期第３節 
　　 ジョイフル本田つくば FCtonan 前橋 1-2

　全国社会人サッカー選手権関東予選代表決定戦
　　vs 日立ビルシステム
　　　　　　６月１９日（日） 栃木県総合運動公園陸上競技場

日立ビル
ジョイフル本田

つくば FC 2-0
（　　）0-0

2-0

井上玄太

中里勇斗

GOAL

原田

坂本佐藤

深澤

今橋

今井
小黒

中里

宮本 (英 ) 花房

井上

リーグ5連勝で首位キープ！

つくば FC ネクスト　

　４連勝と勢いづく中、第５節 K.FC戦に臨ん
だ。K.FCは昨シーズンも県３部リーグで対戦
し、 2-1と勝利したものの、五分五分の戦いを
強いられた。
　試合は、先制を許す厳しい展開となる。前半
のうちに小久保のゴールで追いつくも、後半
開始直後に直接FKで勝ち越しを許す。
　それでも、小久保の２ゴール目ですぐに追
いつくと、その後はゴールラッシュ。橋本が昨

鈴木(悠)

野間田久野

　江田

阿部

吉田

森
堀内

小久保 芝尾

内藤

　茨城県リーグ 2 部 A ブロック第 5 節
　　vs K.FC
　　　　　　　　　　　　６月２５日（日） 筑波学院大学

K.FCつくば FC
ネクスト 7-2

（　　）1-1
6-1

小久保拓哉×３
森竜哉
橋本慶
堀内亮介×２

GOAL

　ガールズチームは、茨城県少女大
会で準優勝！昨年の５位から順位を
上げることができたとともに、関東
大会の連続出場も達成。
　１次リーグは得失点差で２位とな
るも２次リーグでは首
位で優勝決定戦へ。相
手は１次リーグで勝ち
きれなかった東小沢
FC。残念ながら初優勝
はなりませんでした
が、みんながんばりま
した！！

県少女大会準優勝！
関東大会に出場決定！

つくばＦＣ
ガールズ

つくばＦＣ
ガールズ

１次リーグ　
VS プリンセスリリー　   　　
VS 東小沢 FCバンビーナ　  
VS プリティー 310 リーベ  

〇3-1　   　　
△0-0　  
〇7-0　  

２次リーグ　
VS 小美玉レディース  
VS 那珂 FC　  
VS 日立 FC ベラローツ  

〇3-1　   　　
〇4-0　  
△0-0　  

内田アカデミーダイレクター（前ジュニアユース監督）

　　　　　　　  OBからの質問コーナー!! vol.2
内田アカデミーダイレクター（前ジュニアユース監督）

　　　　　　　  OBからの質問コーナー!! vol.2

　ジュニアユースのOBたちから寄せられた「今だからこそ聞いてみたい」こと
を、前ジュニアユース監督の内田コーチに聞いてみました!!

　Q：近年、育成年代の指導において、「勝利に重きを置くか、良いサッカー
をするか」といった議論がされていますが、内田コーチはどっち？

　どちらも一緒じゃないでしょうか？良いサッカーをした方が勝つ確率
は高いと思います。勝つことと育成することは相反するものではないと思
います。育てながら勝つ。バランスじゃなくて、良いサッカーの先に勝利が
あります。だから、良いサッカーの定義は大事になってきます。私の中での
良いサッカーの定義の一つは、「相手をよく観てプレーする」ことです。状
況を把握して、判断をして、実行する。良い判断をするためには、状況が観
えていないといけないですし、何よりサッカーの原理原則を知っていない
といけません。例えば、交通ルールも、青は進め、黄色は注意、赤は止まれ、
という原則があります。それを知っていたうえで信号を観るから、判断がで
きるのです。信号を知らない人に、信号を観て判断しろなんて無理な話です。

　サッカーで言うと、例えば、攻撃の時に相手が密集して守っているとこ
ろに突っ込んだら、十中八九ボールを失うでしょう。しかし、しっかり状況
を観て、相手の守りが薄い場所からが攻撃をすれば点を取る確率は高くな
りますし、そもそもボールを取られて失点する可能性が減ります。そう考
えると、その積み重ねが結局勝利に繋がると思います。それを実現するために
は、「止める・蹴る・運ぶ」といった基本技術が本当に大事になってきますが。
　みんなが言いたい「勝つサッカー」とは、恐らく相手コートにボールを蹴
りこんで、相手のミスを誘うようなサッカーのことだと思いますが、それ
は、ロングボールを跳ね返せる相手と出会った瞬間に負けます。強いゴリ
ゴリに対してゴリゴリで対抗したって勝てないので、それならば、よく観
て判断してプレーすれば、勝利が近づくと思います。逆に、相手を観て判断
した結果であれば、ゴリゴリしたプレーも必要になるかもしれません。
余談ですが、OBに聞けばわかりますが、つくばFCが強い相手に蹴りこんで
勝った試合はないと思います。つくばFCは代々、空中戦は弱いです。それは
それで問題ですが(笑)。　
　また、一番大事にしないといけないのは個性の部分です。湯澤聖人（JY5
期生・柏レイソル）だったらドリブル、など。それぞれ持っているものが
あって、それは大切にしなくてはいけません。ストロングポイントを伸ば
す。だから、湯澤に対して「ドリブルするな」とは言ったことがないです。た
だ、取られたら取り返せとは言いましたが。 シーズンに続きK.FCから得点を奪う

など５点を追加し、最終的に７－２と
大勝した。
　前期残り１節。６連勝でリーグ折り
返しを目指す。

ジョイフル
全国出場決定 !!

決勝戦  
東小沢 FC
バンビーナ

つくば FC
ガールズ 0-1

（　　）0-0
0-1

７月３１日（日）は Tフィールドで
　　　　　　　つくば FCの試合を観に行こう！
７月３１日（日）は Tフィールドで
　　　　　　　つくば FCの試合を観に行こう！

９：００～
つくばFCネクスト
茨城県リーグ２部
　　vsファンタジア

１５：３０～
つくばFCユース
Jユースカップ予選
　　vs千葉SC

１７：３０～
つくばFC
レディースユース
プリンセスリーグ
　　vsジェフ千葉



つくばＦＣレディースユース
U14 リーグ開幕！

リーグ開幕を快勝！

大会初勝利！！

後期を白星発進！

　今年からスタートする茨城県女子U14
リーグが開幕しました。
　初戦はvs水戸ホーリーホックEIKOと対
戦。○○のゴールなど3得点を奪い快勝！開
幕戦を勝利で飾りました！
　2試合目は強豪KASHIMA LSCと対戦。結果
は残念ながら0-8で敗戦。
　1，2年生たちにとって、同世代と試合する
機会がなかなか無い中で、貴重な経験とな
りました！
　

　待ちに待ったU13リーグの開幕。今年は
2部を戦うことになるため、目標は「1部復
帰」となります。
　試合は、終始つくばFCがボールを支配
し、チャンスを作り出す。トップ下の藤沢
が2得点するなど攻撃陣が結果を残し、快
勝。
　この勢いのまま、目指すは内容も結果も
圧倒しての1部昇格だ！

　U15１部リーグは後期がスター
ト。前期のリーグ戦やクラブユース
で敗戦した相手に勝利！後期の書き
換えしに期待がかかる。
　
　

　茨城県女子リーグ(U-14) 第１節 
　　〇3-1　vs 水戸ホーリーホック EIKO　　

　茨城県女子リーグ(U-14) 第2節 
　　●0-8　vs KASHIMA-LSC

つくば FCユース

　リーグ4連勝で藤代紫水高校との上
位対決は1-2でリーグ初黒星となった。
　先制を許し、引いた相手に苦戦。なん
とか菅野のゴールで追いつくも、終盤に
再び失点し敗れた。
　第6節の中央高校戦では2-1で勝利
し、連敗は避けることができたが、課題
の残る一戦となった。
　
　

石川

奥松本 中村松浦

岡本 中根

小野 岡室菅野 三澤

中央高校戦スターティングメンバー

試合予定

J ユースカップ予選　1 次リーグ 第３節

応援よろしくお願いします！

　７月３１日（日）１５：３０　筑波学院大学

VS 千葉 SCVS 千葉 SC

next match of  TSUKUBA FC YOUTH

　IFA リーグ (U-18)4 部 A ブロック第 6 節 
　　〇2－1　 vs 中央高校  

松本、 岡室GOAL

　IFA リーグ (U-18)4 部 A ブロック第 5 節 
　　●1－2　 vs 藤代紫水高校  

菅野GOAL

菅野GOAL

IFA(U-18) リーグIFA(U-18) リーグ

試合予定

関東 U-18 プリンセスリーグ 第３節

応援よろしくお願いします！

７月３１日（日）１７：３０　筑波学院大学

VS ジェフ千葉レディースユースVS ジェフ千葉レディースユース

next match of  TSUKUBA FC LADIES YOUTH

つくばＦＣジュニアユース
UU-14-14TEAMTEAM

UU-13-13TEAMTEAM

　U-14 選手権　１次リーグ
　　〇3－1　 vs KⅡ

藤澤、 菅原、 内藤GOAL

　IFA リーグ U-13 2 部 第 1 節
　　○5－1　 vs 守谷中学校

藤沢 ×２、 水品、 唐澤、 中島GOAL

栗島

清水柴田 宮下内藤

菅原 藤澤

朝賀 平出高久 山口

　IFA リーグ U15 １部 後期第１節
　　〇3－1　 vs FC リベルタ

仁平、 石川、 長谷川GOAL

斉木

古川堀江 仁平増田

長谷川

鈴木

大島

石川丸山

佐藤

門間

野尻橋本 榎木相原

水品

藤沢

中尾

唐澤国谷

村上

ジュノー水戸戦スターティングメンバー

つくば FC レディースネクスト　

つくばＦＣレディース
アウェイで初勝利 &リーグ４勝目！

前年優勝チームに惜敗

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 (7/12 時点）

ノルディーア北海道

大和シルフィード

つくば FCレディース

JAPANサッカーカレッジレディース

勝点 勝 負分 差

13

16

28

15

4

36 12

9

4

4

4

1 -17111

-981

-763

-1154

1431

3010

　チャレンジリーグ EAST 第 11 節 
　　vs 常盤木学園高校
　　　　　６月２６日（日） みやぎ生協めぐみ野サッカー場 A

常盤木 つくば FC
レディース2-1

（　　）2-1
0-0

8min
10min
33min 

常盤木
小塙萌
常盤木

GOAL

　チャレンジリーグ EAST 第 13 節 
　　vs オルカ鴨川 FC
　　　　　　　　　７月１０日（日） 鴨川市陸上競技場

オルカ鴨川 つくば FC
レディース3-0

（　　）2-0
1-0

13min

18min

50min 

オルカ

オルカ

オルカ

GOAL

　チャレンジリーグ EAST 第 12 節 
　　vs JAPAN サッカーカレッジレディース
　　　　　　７月３日（日） 紫雲寺記念公園多目的運動広場

JSCL つくば FC
レディース0-1

（　　）0-0
0-1

75min 原島未季

GOAL

國香

三間柿木

原島

遠藤

豊島菊地藤井

井上(藍)
[→亀井]

小塙
[→柴田 ]

大木
[→平野 ]

奥村

肥留川上山

藤原

齋田

加藤井上(佳)梨本

牛玖 永島

伊東

　茨城県女子サッカーリーグ第３節 
　　vs KASHIMA-LSC
　　　７月３日（日） 流通経済大学

つくば FC
レディース
ネクスト

KASHIMA
LSC0-1

（　　）0-1
0-0

　来シーズンのチャレンジリーグ残留
が決まるレギュラーシーズン４位以上
を目標に、勝ち点を少しでも上積みし
ていきたいつくば FC レディースはア
ウェイ４連戦中。
　第１１節 常盤木高校戦では失点後
すぐにPKで追いつくが、ミドルシュー
トを決められ勝ち越された。後半に猛
攻を仕掛けるも得点を奪えず惜敗。
　第１２節は敵地新潟で、残留争いの
ライバルである JAPAN サッカーカ
レッジレディースと対戦。ピッチコン
ディションが悪い中でも相手を圧倒。
スコアこそ僅差ではあるが、相手の
シュートを２本に抑えて完封勝ち。

　県リーグ第３節は昨年リーグチャンピオンの
KASHIMA-LSC。レディースネクストは３連勝を目指した
が、0-1 で惜敗となった。
　立ち上がりにコーナーキックから失点。チームが試合
に入り切れていない中での失点だった。その後、チャン
スを作り出すが、得点を奪えなかった。
　決して実力で劣る相手ではなかっただけに、非常に悔
やまれる試合となった。しかし、昇格の可能性は消えて
はいないので、次節以降の教訓とし、巻き返しに期待し
たい。

J ユースカップ
YOUTH  CUP

　J ユースカップ関東予選 1 次リーグ第 1 節 
　　●1－5　 vs SOLTILO

菅野GOAL

　クラブチームの全国大会で
あるJユースカップの関東予選
がスタートした。
　1次リーグは7チームのリー
グ戦を行い、上位3チームが決
勝トーナメント進出となる。
　
　

Group D
SOLTILO 千葉 SC

杉並 FC つくば FC
フツーロ

GA FC

OSA

UU-15-15TEAMTEAM

　１３節は断トツで首位を走るオルカ
鴨川に挑戦するも 0-3 で完敗だった。
　第１４節では絶対に負けられないノ
ルディーア北海道とのアウェイ戦があ
る。勝てば残留が大きく近づく。今シー
ズン最大の山場となりそうだ。
　


