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つくばＦＣレディースユース

　18歳以下の女子クラブチーム
の全国大会の予選である茨城県
女子ユース選手権大会が行われ、
つくばFCレディースユースが初
優勝を果たしました！
　今年は5チームによるトーナメ
ント戦となり、つくばFCは2回戦
からの登場。
　初戦は危なげない戦いで、5-1と
快勝し、決勝戦へと駒を進めました。
　関東大会の出場をかけた決勝戦の
相手は、茨城フットボールアカデ
ミー。準決勝では、この大会を何年も
続けて優勝していたKASHIMA-LSCを
延長戦の末、破ってきた強豪。
　試合は武田の2試合連続ゴール
など3得点で快勝！嬉しい優勝を
勝ち取りました！！
　

　決勝戦のスターティングメンバー！

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.3
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.3

　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：昔と今で違うことはありますか？
　違うことばかりだと思います。だって、サッカーが変わっ
てきていますから。中学生年代で言えば、1期生の頃は30分
ハーフだったのが、今は40分ハーフです。また、スケジュー
ルも、昔は年数回の大きな大会がメインでしたが、今は年間
のリーグ戦があります。そうなると、1年を通してどのよう
に戦っていくかを考えなくてはいけませんし、固定メン
バーでは戦えません。
　優しくなったとは言われます。そんなつもりはないです

が(笑)。でも、オフザピッチについてはどの世代にも同じこ
とを言っているはずです。あとは、私自身がC、B、A級と指導
者ライセンスをとり、ステップアップしているわけですか
ら、自分の中でのサッカーに対する情報量も増えました。
サッカーの捉え方・見え方が変わってきています。人生を歩
んでいれば、同じものでも見え方がだんだん変わってくる
と思います。サッカーも私の目も変わっている。だから、OB
には申し訳ないですが、昔よりは今の方が頭の中が整理さ
れています(笑)。もっと良い指導できたと思いますし、今の
私が1期生の頃に戻ったら、もっと勝てるチームになったか
もしれません(笑)。
　あと、環境がとても変わりました。昔は体育館でしたが、
今は万博グラウンドがあって、スポーツシューレがあって、
今度はTフィールドができました。1期生は、「俺たちは体育
館でやっていたんだぞ。ずるい。」ってなりますよ(笑)。

　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で活躍する長谷川慎吾選手(つくばFCユース、
ジュニアユースOB)の出身中学校は？
　A:谷田部中学校　B︓谷井田中学校　C:大穂中学校　Ｄ︓谷田部東中学校　
　
第2問
　つくばFCレディースで活躍する大木汐選手が、なでしこリーグ通算50試合達成した
対戦相手は？
　　　　　　A:大和シルフィード　　B︓ノルディーア北海道　　　　　　
　　　　　　　C:日テレ・ベレーザ　　D:オルカ鴨川FC
第3問　　
　つくばFCフラッグパートナーである、おおきやさんで、つくばFCが栽培した野菜の
かき氷が絶賛販売中です。その野菜とは？
　　　　　A:トマト　　　B︓なす　　　C:かぼちゃ 　　D:えだまめ

つくば FC 検定～第 7回～

答えはこのページの下にあるよ！

レディースネクスト　
関東大会に出場ならず

　皇后杯茨城県予選　決勝戦
　　　　　　　vs 流通経済大学
　　　　　　７月３０日（土） ひたちなか市総合運動公園

つくば FC
レディース
ネクスト

流経大0-2
（　　）0-1

0-1

37min

56min 

流経大

流経大

GOAL

奥村

加藤齋田

井上(佳)

菅原

梨本藤原武田

牛玖 永島

伊東

　茨城県女子ユース (U18) 選手権 2 回戦
　　　　vs 東小沢 FC バンビーナ
　　　　　　　　　　　８月６日（土） 筑波学院大学

つくば FC

東小沢 FC
バンビーナ

5-1 小西×２
武田、淀川
古谷

GOAL

　茨城県女子ユース (U18) 選手権決勝戦
　　　　　vs 茨城ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｱｶﾃﾞﾐｰ
　　　　　　８月７日（日） セキショウチャレンジスタジアム

つくば FC

茨城 FA
3-1 武田、日比野

畠山

GOAL

猪ノ川

伊藤宮本

日比野

鈴木

淀川村上武田

小西 永島

飯岡

猪ノ川

伊藤宮本

日比野

鈴木

淀川村上武田

小西 永島

飯岡

　男子の天皇杯にあたる、女子の日本一
を決定する皇后杯の県予選が行われた。
　つくばＦＣレディースネクストの初戦
はリーグでも勝利している常磐大学高校
に 2-0 で勝利。続く準決勝はリーグで負
けている KASHIMA-LSC に 1-0 でリベン
ジを果たし、決勝進出を決めた。
　決勝戦でも、リーグで敗れている流通
経済大学との対戦。互角の戦いだったが、
ＰＫから失点し、前半を 1-0 で折り返す。
同点に追いつきたい後半だったが、前が
かりになったところで 2 失点目を喫し、
敗戦となった。

　飯塚ヘッドコーチコメント
　目標であった関東大会出場は果たせま
せんでしたが、決勝の流経大戦は、間違
いなく今シーズンのベストゲームでし
た。この大会で得たものを無駄にせず、
県リーグにつなげていきたいと思いま

つくばＦＣレディース

　皇后杯茨城県予選1回戦
　　〇2-0　vs 常磐大学高校　　

　皇后杯茨城県予選準決勝
　　〇1-0　vs KASHIMA LSC

加藤、永島GOAL

永島GOAL

つく
ばFC名物

尾 瀬 合 宿

　今までの公式戦では緊張しす
ぎたり、相手のプレーに呑まれ
てしまうことが多かったディー
スユースですが、普段のトレー
ニングの質にこだわって取り組
んできた成果が出た大会となり
ました！
　関東大会まで準備期間が 1
か月以上あるので、更に一人一
人がレベルアップしていけるよ
う、日々のトレーニングの質に
こだわって取り組みたいと思い
ます。保護者の方をはじめ、卒
業生や応援してくださる皆様の
期待に応えられるようチーム一
同頑張ります！暑い中応援して
頂きありがとうございました！

監督　小山勇気

みんなで食べる夜ごはん

　　　　　
　　はおいしいね♬

ぜんぶ食べることは

　　　　　
できたかな？？

みんなでおそろいの

　　　　　
ユニフォーム！

　　かっこいいぞっ！

学年ごとにチームにわかれて

　　　　　
　　試合をしました！

ことしは何回

　　　　勝
てたのかな？？

また来年もお楽しみに！！

茨城県女子ユース選手権優勝！



15 得点圧勝！

修正できず、後期初黒星

リーグ戦連敗。厳しい戦い続く

　後期リーグ初戦を勝利で飾り、連
勝が期待されたが、鹿島中学校に
2-5で敗れた。
　開始２０分で、セットプレーから
の連続４失点。その後は、立て直して
２－１だが既に遅し。試合中の選手
による修正をする能力の重要性を学
ばされる試合となった。

つくば FCユース

　リーグ最終戦となった土浦湖
北高校B戦は、土のグラウンドの
中ボールコントロールに苦しむ
も3-0で快勝した。
　この結果、リーグ2位が決まり3
部昇格のかかる地区決勝戦に臨
むこととなった。
　地区決勝戦は初戦が9月10日
(土)に行われる。
　

　Jユースカップ関東予選1次リーグは第5
節まで終了。つくばFCユースは1勝1分3敗
の勝ち点4としている。
　第2節はGA FCとの大激戦を制した。前半
のうちに2-0とするものの、後半に一気に3
失点し逆転されてしまう。最悪の流れの中、
クロスからの得点で同点とすると、一気に
勢いづき、逆転に成功し大会初勝利を手に
入れた。
　その後、第3節と第4節は敗れるも第5節

石川

奥松本 中村松浦

伊藤 君塚

小野 増田菅野 岡室

　IFA リーグ (U-18)4 部 A ブロック第７節 
　　〇3－0　 vs 土浦湖北高校 B  

伊藤、 菅野、 松本GOAL

八木

小野松本 中村松浦

深津 石川

菅野 岡本中根 岡室

　J ユースカップ 1 次予選　第２節 
　　〇4－3　 vs GA FC  

岡本、 松本、 松浦、 中根GOAL

　J ユースカップ 1 次予選　第３節 
　　●1－5　 vs 千葉 SC 

大野GOAL

　J ユースカップ 1 次予選　第４節 
　　●3－7　 vs 杉並 FC  

岡室、 大野、 岡本GOAL

　J ユースカップ 1 次予選　第５節 
　　△2-2　 vs OSA  

中根、 岡室GOAL

IFA(U-18) リーグIFA(U-18) リーグ

つくばＦＣジュニアユース

UU-14-14TEAMTEAM UU-13-13TEAMTEAM

　IFA リーグ U15 １部 後期第２節
　　●2－5　 vs 鹿島中学校

長谷川、 飯田GOAL

　IFA リーグ U15 ３部 第８節
　　●0－4　 vs DO SC

　IFA リーグ U15 ３部 第９節
　　●1－3　 vs 守谷愛宕中学校

柴田GOAL

　IFA リーグ U13 ２部 第２節
　　〇15－0　 vs FC REGAS

藤沢 ×２、 唐澤 ×２、 水品 ×２、
松崎 ×２、 川村 ×４、 平賀 ×２、
オリベイラ

GOAL

リーグ4連勝するも
優勝に向け、痛い敗戦
　残り3試合で首位との勝ち点差は９に開き、リー
グ優勝は厳しい状況となった。
　後期リーグの初戦を落としたものの、そこから怒
涛の4連勝。初めての古河開催となったさいたまSC
戦では、前半0-2とリードされながら後半に逆転。
続くKOREA戦も、先制点を奪われるがその後3得点
で逆転勝利。
　この時点で首位との勝ち点差は６に縮まり、大逆
転優勝も見えてきた。
　しかし、後期第6節では天皇杯予選でPK戦の末敗
れた流通経済大学FCに2-4で敗れた。この日はミス
からの失点が多く、これまでのような巻き返しも影
をひそめてしまった。
　リーグ戦は1ヵ月の中断期間に入る。残りのリー
グ戦とその後に控える全国社会人サッカー選手権
に向けて、チーム強化が求められている。

　初の天皇杯出場を目指
し、同じ関東リーグに所
属する流通経済大学FCと
の1回戦は、昨年同様、延
長戦にもつれる接戦とな
り、惜敗だった。

前半戦を全勝で折り返す！

つくば FC ネクスト　

　リーグ前半戦の最終戦は攻撃陣が
爆発し、大勝。6戦全勝で夏の中断期間
を迎えた。
　試合は、今節がデビュー戦となった
#10高橋が立ち上がりに先制点を決
めると、チーム全体が勢い付き、前半
だけで5得点。最終的に12-0として最
高の形で夏休みに突入できることと
なった。J ユースカップ

YOUTH  CUPJ ユースカップ
YOUTH  CUP

UU-15-15TEAMTEAM

　関東サッカーリーグ 1 部 後期第５節 
　　vs FC KOREA
　　　　　　７月２３日（日） 赤羽ｽﾎﾟｰﾂの森公園競技場

ジョイフル本田
つくば FC

FC KOREA 1-3
（　　）1-1

0-2

21min
58min
77min
87min 

FC KOREA
宮本英明
中里勇斗
中里勇斗

GOAL

ジョイフル本田
つくば FC

流経大 FC 4-2
（　　）3-0

1-2

31min
34min
45min
51min
63min
78min 

流経大FC
流経大FC
流経大FC
川村誠也
流経大FC
川村誠也

GOAL

　関東サッカーリーグ 1 部 後期第６節 
　　vs 流通経済大学 FC
　　　　　　７月３１日（日） 流通経済大学ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙﾌｨｰﾙﾄﾞ

ジョイフル本田
つくば FC

流経大 FC 2-1
（　　）0-0

1-1

（　　）1-0
0-0

52min
73min
99min

流経大FC
中里勇斗
流経大FC

GOAL

　天皇杯 茨城県予選 1 回戦 
　　vs 流通経済大学 FC
　　　　　　７月１３日（水） 流通経済大学ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙﾌｨｰﾙﾄﾞ

　関東サッカーリーグ 1 部 後期第 4 節 
　　vs さいたま SC
　　　　　　７月１７日（日） 古河市中央運動公園陸上競技場

ジョイフル本田
つくば FC

さいたま SC3-2
（　　）0-2

3-0

21min
26min
58min
77min
87min 

さいたまSC
さいたまSC
宮本英明
中里勇斗
中里勇斗

GOAL

原田

井上佐藤

小黒
[→村木 ]

今橋

中里深澤今井

長谷川
[→宮本(英)]

川村

赤尾(凌)
[→花房]

　茨城県リーグ 2 部 A ブロック第 6 節
　　vs ファンタジア
　　　　　　　　　　　７月３１日（日） 筑波学院大学

つくば FC
ネクスト

ﾌｧﾝﾀｼﾞｱ12-0
（　　）5-0

7-0

7min
26min
35min
44min
45min
50min
53min
67min
75min
79min
83min
89min
 

高橋真登
高橋真登
芝尾旭人
芝尾旭人
高橋真登
森竜也
小杉広介
黒滝悠太
小久保拓哉
高橋真登
小久保拓哉
久野幹也

GOAL

リーグ最終節を勝利
プレーオフに弾み

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 最終順位表

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

16

21

31

19

4

39 13

10

6

5

5

1 -23131

-1291

-1164

-263

1541

3320

　チャレンジリーグ EAST 第 1４節 
　　vs ノルディーア北海道
　　　　　７月１８日（月祝） 札幌厚別公園競技場

つくば FC
レディース

ノルディーア
北海道 6-2

（　　）1-1
5-1

豊島舞子
亀井祐美

GOAL

　チャレンジリーグ EAST 第 15 節 
　　vs 大和シルフィード
　　　　　　７月２４日（日） セキショウチャレンジスタジアム

つくば FC
レディース

大和
シルフィード1-0

（　　）0-0
1-0

56min 井上藍

GOAL

國香

小池遠藤

小塙
[→衣奈 ]

藤井

平野
[→三間 ]

菊地豊島

井上(藍)
[→亀井]

柴田

大木

　勝てば残留が確定するリーグ 4 位以上
に大きく近づく第 14 節のノルディーア
北海道戦は点の取り合いの末、力負けし
た。
　立ち上がりから豊嶋と平野のサイドか
らの攻撃でチャンスを作り出す。すると
18 分に衣奈のクロスを豊嶋が押し込み先
制点を挙げる。しかし、徐々に北海道が
盛り返し、前半終了間際にコーナーキッ
クから同点に追いつかれる。
　なんとしても勝ち越しゴールの欲し
かった後半の立ち上がりにミスから失点
すると、さらに立て続けに２失点。PK で
1 点を返し、さらに攻勢に出るが、終盤
にカウンターから 2 失点。最終節を残し
5位が確定した。

　福浦監督コメント
　レギュラーシーズンを 5 位という残
念な結果に終わり、とても悔しく思っ
ています。 
　ただ、去年の１勝に比べると５勝で
きたことは確実な進歩です。 
　更に前進する為に８月末からのプ
レーオフで必ず残留を勝ち取ります。

　プレーオフに向けて良い流れを作
りたい最終戦は 2 位が確定している
大和シルフィードとの対戦。
　今シーズン 2 敗している相手に対
し、前半を０－０で折り返す。する
と後半 11 分に柴田のシュートがポ
ストに当たり跳ね返ったところを井
上藍が押し込み先制点をとる。その
後、1点を守り切り、レギュラーシー
ズン最終戦を勝利で飾った。
　8 月 2８日から残留をかけた順位
決定戦が行われる。

試合予定

チャレンジリーグ順位決定戦 第３節

応援よろしくお願いします！

９月１０日（土）１８：００　セキショウチャレンジスタジアム

VS NGU 名古屋 FC レディースVS NGU 名古屋 FC レディース

next match of  TSUKUBA FC LADIES

ジョイフル本田つくば FC

では、2-2で勝ち点1を獲得。
　1次リーグは残り1試合。ノックア
ウトステージ進出は極めて厳しく
なったが、2勝目を目指し、フツーロ
と対戦する。

天皇杯
茨城県予選

　前期リーグでは勝
利している相手だっ
たが、押し込まれる
時間が長く、先制を
許してしまう。中里
のゴールで追いつく
も、延長前半に、ペナ
ルティエリア付近中
央からのシュートを
決められ、3年連続の
1回戦敗退に終わっ
た。

次節は９月２５日(日)

筑波学院大学！！


