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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.4
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.4

　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：最後に、卒業生にメッセージをお願いします。
　つくばFCのJYは結局、OBが作ってきたものです。私が
作ったわけではありません。良い面も悪い面も、今のJYは
OBが作ってきました。今、つくばFCはとても評価されてい
ます。学校の先生も、「つくばFCなら」って言って頂けます。
強さ以外に、良いねって言ってもらえる部分がある。それは
OBがやってきた行いも含めて、評価されているわけです。
　昔はトップチームがありませんでした。ある意味つくば
FCの顔はJYでした。だから、つくばFCを作ってきたのはJY

だと言っても過言ではないと思います。そして最近、トップ
チームがしっかり活動するようになりました。今ではトッ
プチームが顔になって、JYは育成部門の一つに位置づけら
れています。だから、恐らくOBのみんなが考えているJYと
は、今後また違ってくるのかなって思います。ただ、今のつ
くばFCの流れを作ったのは間違いなくOBだというのを忘
れてほしくないです。だからこそ、つくばFCの現状について
積極的に意見してほしいです。それは内部にいる私たちか
らは見えない部分だと思うからです。もっとつくばFCはこ
うあるべきだとか、良い意見も厳しい意見もほしいです。積
極的に関わってください。あとは、積極的にサッカーをやっ
てください。社会人チームでも、OBチームでも。
　私はアカデミーダイレクターという立場になって、女子
部門など知らなかったところを知り始めています。JYでよ
かったところを、ユースやレディースユースに注入したり
しています。今後も、JYでうまくいったところをアカデミー
で使えたらなって思っています。理想は自前で選手を育て
てトップチームにあげることです。

リーグ戦無敗！

リーグ連勝！ 1部残留へ大きく前進

ようやく、リーグ初勝利！

　IFAリーグ(U-15)もいよいよ終盤
に突入。1部残留を目指すつくばFCは
大久保中学校とフォーウインズFCに
連勝し、目標達成へ大きく近づきま
した。
　リーグ戦は残り3節。上位チームと
の戦いが残るが、少しでも勝ち点を
積み重ね、残留を決めたい。

　いまだにリーグで勝利の無かったU-14
チームだが、延期していたけやき台中学校に
9-0で大勝し、ようやく初勝利を手に入れま
した。
　第12節のけやき台中学校との試合でも
13-0で勝ち点3をゲット。残りの試合全勝を
目指す！

　U-13リーグ2部の第6節は、つくば市を中
心に活動するDOSCとのつくばダービー。
　この負けられない戦いで、フォワードと
して先発出場した相原が終了間際にコー
ナーキックから得点。この1点が決勝点と
なって、ダービーを制しました。
　この日は、試合の前にグラウンド作りも
行いました。サッカーのプレーだけではな
く、準備ができることもサッカー選手に
とって必要な要素です！

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４節
　　〇2－1　 vs フォーウインズ FC

長谷川、 早瀬GOAL

　IFA リーグ U15 １部 後期第５節
　　△1－1　 vs アウル取手 FC

鈴木GOAL

　IFA リーグ U15 １部 後期第７節
　　●2－7　 vs アセノ SC

早瀬、 伊藤GOAL

　IFA リーグ U15 ３部 第１０節
　　●0－3　 vs 並木中等教育学校

　U14 選手権 1 次リーグ 
　　〇4－2　 vs FC リリー

　IFA リーグ U15 ３部 第１１節
　　●0－2　 vs 土浦第六中学校

　IFA リーグ U15 ３部 第３節
　　〇9－0　 vs けやき台中学校

松本、 菊池、 清水、 菅原 ×２、
パトリック ×２、 富永 ×２

GOAL 柴田、 唐澤 (u13)、 パトリック、
皆川、 高久、 高根 ×２、 菅原 ×３、
山口 ×３

GOAL

　IFA リーグ U15 ３部 第１２節
　　〇13－0　 vs けやき台中学校

　IFA リーグ U13 ２部 第３節
　　〇1－0　 vs DO SC

相原GOAL

UU-15-15TEAMTEAM

藤澤、 朝賀 ×２、 平出GOAL

高橋

柴田内藤  要 (u13)大関

菅原

藤澤 (u13)

宮下

高久菊池

朝賀

栗島

 要橋本 平賀榎木

水品 相原

村上 オリベイラ唐澤 中本

　IFA リーグ U15 １部 後期第３節
　　〇4－0　 vs 大久保中学校

丸山、 長谷川、 飯田、 大野GOAL

齊木

堀江伊藤 石井増田

早瀬

鈴木

大島

長谷川丸山

石田

齊木

堀江伊藤 飯田増田

早瀬

鈴木

大島

長谷川丸山

石田

順位
１

２
３
４
５
６
7

8

チーム名

フォーウインズ SC

水戸ホーリーホック

IFA リーグ (U-15)2016 1 部 順位表 (9/25 時点）

つくば FC

石岡アセンブル

大久保中学校

アイデンティみらい

FCリベルタ

アセノ SC

勝点 勝 負 分 差

22

34

30

27

19

14 4 9 2 -25

13 4 10 1 -37

9

鹿島中学校

アウル取手 FC

8 2 12 2 -30

10 6 0 9 6 -37

41 13

10

9

8

7

5 646

517

1134

1634

942

5721

　ガールズチームは、8都県少
女サッカーフェスティバルに
参加。1勝2分2敗で昨年と同じ
4位という結果でした。
　普段は対戦できない県外の
強豪チームと試合をしたり、
みんなでご飯を食べて、寝て、
試合の準備をする合宿の経験
をしました。
　秋の関東大会でリベンジで
きるようにがんばりましょ
う！！
　

8都県少女サッカー
　　フェスティバル

つ く ばＦＣ
ガールズ

つく ばＦＣ
ガールズ

１日目　
VS 足利・両毛ローザ　   　　
VS 高島平レディース　  
VS あざみ野キティーズ

△0-0　   　　
△1-1　  
〇2-0　  

２日目
VS 千葉中央 FC
VS SE フィリア FC

●0-4　   　　
●0-1

順位
１

２
３
４
５
６

チーム名

SE フィリア FC（埼玉６）

千葉中央 FC（千葉１）

8都県少女サッカーフェスティバル 順位表 (グループ F）

つくば FCガールズ（茨城２）

高島平 SC（東京）

足利・両毛ローザ（栃木１）

あざみ野キティーズ（神奈川５）

勝点

5

7

10

5

0

15

みんなのスクール紹介！スクール 　金曜 U-12 イオンクラス　金曜 U-12 イオンクラス

今　 月は、金曜イオン
U-12クラスに行って
きました。
　この日のコーチ
は、男子トップチー
ム「ジョイフル本田
つくばFC」の坂本龍
一（さかもとりゅう
いち）コーチと、宮本
英明（みやもとひで
あき）コーチです。真
面目（まじめ）な坂本
コーチと、マイペー
スな宮本コーチ。凸
凹（でこぼこ）コンビで教えるこのクラスは、バランスの良い
選手が育つかも!?
　この日はフットサルコートを2コート使ってビックゲーム
を行いました。技術も向上し、指示の声もある雰囲気の良い練
習でした。
　今年も残り半分！少しでも上手くなれるように頑張ろう！

つくば FC 今月のイチオシ！つくば FC 今月のイチオシ！

10/16(SUN)

茨城県女子サッカーリーグ 2部

つくば FC レディースユース vs 水戸第三高等学校

10:00～

茨城県社会人サッカーリーグ 2部 A ブロック

つくば FC ネクスト vs お達者クラブ

16:45～

全国社会人サッカー選手権大会　1回戦

ジョイフル本田つくば FC　vs FC Kawasaki

10:00～

筑波学院大学（Tフィールド）

10/22(SAT) 北条スポーツセンター球技場



リーグ5位で終了
全社でCL出場目指す

　2016シーズンの関東サッカーリーグは全日程が終了。
ジョイフル本田つくばFCは10チーム中5位となった。
　後期全勝と勢いに乗る東京２３FC戦では、つく
ばFCに優勝の可能性がわずかに残されていたもの
の、敵地で0-4と完敗。残り2節を残して優勝の可能
性がなくなった。
　続くヴェルフェたかはら那須戦でも敗れ、３連敗
で臨んだ最終節では、ホームで今シーズン最多のサ
ポーターに囲まれ、VONDS市原相手に「粘り強い
ジョイフル」を体現。0-0ではあったが、全国社会人
サッカー大会にむけて期待の持てる一戦となった。
　目標であるJFL昇格には11月に行われる全国地
域サッカーチャンピオンズリーグ（以下、CL）で勝
ち進まなければならない。
　全国社会人サッカー大会の初戦は10月22日（土）
に岐阜県1部リーグ所属のFC.Kawasakiと対戦する。 　関東サッカーリーグ 1 部 後期第９節 

　　vs VONDS 市原 FC
　　　　　９月２５日（日） セキショウチャレンジスタジアム

ジョイフル本田
つくば FC

VONDS 市原 FC0-0
（　　）0-0

0-0

43min
58min
73min
91min

東京２３
東京２３
東京２３
東京２３

　関東サッカーリーグ 1 部 後期第 8 節 
　　vs ヴェルフェたかはら那須
　　   ９月１８日（日） さくら市総合公園さくらスタジアム

ジョイフル本田
つくば FC

ヴェルフェ
たかはら那須 5-2

（　　）3-2
2-0

GOAL

　関東サッカーリーグ 1 部 後期第 7 節 
　　vs 東京２３FC
　　　　　　　　９月１０日（土） 江戸川区陸上競技場

ジョイフル本田
つくば FC

東京２３FC 4-0
（　　）1-0

3-0

GOAL

森本

赤尾(凌)佐藤

村木
[→齊藤 ]

坂本

今井今橋川村

宮本(英)
[→赤尾(俊)]

高柳
[→郡司 ]

深澤

レディースネクスト　

昨年に続き
　　入れ替え戦へ

上位リーグに進出きめる！

　チャレンジリーグ順位決定戦第３節 
　　vs NGU 名古屋 FCﾚﾃﾞｨｰｽ
　　　　　９月１０日（土） セキショウチャレンジスタジアム

つくば FC
レディース

名古屋 FC
レディース0-0

（　　）0-0
0-0

　チャレンジリーグ順位決定戦第 1 節 
　　vs 新潟医療福祉大学
　　　　　８月２８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

新潟医療
福祉大学0-2

（　　）0-0
0-2

GOAL
73min
92min 

新潟医療
新潟医療

　チャレンジリーグ順位決定戦第２節 
　　vs JAPANｻｯｶｰｶﾚｯｼﾞﾚﾃﾞｨｰｽ
　　　　　　９月４日（日） 紫雲寺記念公園多目的運動広場

つくば FC
レディース

JAPAN
ｻｯｶｰｶﾚｯｼﾞ0-1

（　　）0-1
0-0

GOAL
20min 豊嶋舞子

國香

小池
[→三間 ]

柿木

衣奈

遠藤

豊嶋菊地大木
[→平野 ]

柴田
[→亀井]

小塙
[→井上 (藍 )]

藤井

　茨城県女子サッカーリーグ第５節
　　　　vs 茨城ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｱｶﾃﾞﾐｰ
　　　　　　９月１１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
ネクスト

茨城 FA1-0
（　　）0-0

1-0

65min 永島瑠璃

GOAL

奥村

加藤肥留川

井上(佳)

菅原

小西梨本齋田

牛玖 永島

伊東

　チャレンジリーグはプレーオフが終了し、つ
くばFCレディースは12チーム中11位。昨年に
続き入れ替え戦に回ることになった。
　プレーオフ（９位～12位決定戦）初戦の
WEST6位の新潟医療福祉大学戦では、終始
ボールを支配され押し込まれる展開に。#18
豊嶋を中心にカウンターでチャンスを作る
も、コーナーキックから2失点。大事な初戦で
敗れた。
　第2節はレギュラーシーズンで3勝したJSCL
に勝利し、最終節で残留決定の可能性を残した。
　勝った方が残留決定の大一番となった名
古屋FCレディース戦では、つくばFCレ
ディースが相手を押し込む時間が続いた。し
かし、引いた相手をなかなか崩せず試合終
了。1点が遠かった。
　この結果、残留の切符をかけて11月に行わ
れる入替え戦を戦うことになった。

　レディースネクストは茨城フットボールアカデ
ミー（茨城 FA）に勝利し、関東リーグ入れ替え戦の
出場をかけて戦う上位リーグに進出を決めた。互い
にチャンスを作る展開の中、徐々にレディースネク
ストが相手を押し込み、65 分に永島が華麗なターン
からゴール。値千金の決勝ゴールを決めた。
　上位リーグは 3チーム総当たりで行われ、優勝チー
ムが関東リーグ入れ替え戦に進出する。

つくばＦＣレディースジョイフル本田つくば FC

つくば FCユース

　県リーグのブロックで2位となっ
たつくばFCユースは、3部昇格をか
けて決勝トーナメントに臨みまし
た。
　多くの3年生が引退し、中学生主
体でしたが、初戦のバルツォ戦を２
－１で勝利！短い期間でチーム作
りができ、気持ちの入ったゲームが
できました。
　2回戦の伊奈高校戦では、体格で
勝る相手に力負けてしまいました。
　

　Jユースカップ関東予選1次リーグの最
終節 vs ACフツーロとの試合は10-0の
大勝で大会を締めくくった。
　残念ながら、ノックアウトステージに
進出はなりませんでした。2勝1分3敗で7
チーム中5位。つくばFCが勝利した4位の
チームまでノックアウトステージに進出
できたことから、取りこぼしの響いた悔
しい結果となりました。

八木

堀江伊藤 古川松浦

早瀬 中根

小野 増田仁平 岡室

　IFA リーグ (U-18)4 部　決勝 T　１回戦 
　　〇2－1　 vs バルツォ

小野 ×２GOAL

黒沢

堀江伊藤 増田松浦

早瀬 長谷川

小野 石川仁平 岡室

　IFA リーグ (U-18)4 部　決勝 T　２回戦 
　　●1－6　 vs 伊奈高校

中根GOAL

八木

松本小野 中村松浦

大野 中根

伊藤 仁平菅野 岡室

　J ユースカップ 1 次予選　第６節 
　　〇10－0　 vs AC フツーロ  

伊藤 ×３、 菅野、 岡室 ×２、
松浦、 小野、 中根、 増田

GOAL

IFA(U-18) リーグIFA(U-18) リーグJ ユースカップ
YOUTH  CUPJ ユースカップ
YOUTH  CUP

つくばＦＣレディースユース
　昨年に続き、プリンセスリーグの
夏休み期間集中開催にあたり、レ
ディースユースは鹿嶋合宿に行って
きました！
　

　INAC多摩川戦スターティングメンバー

　関東プリンセスリーグ　第４節
　  ●1-4  vs INAC 多摩川ﾚｵﾈｯｻU18
　　　　　　　　８月２３日（火） 卜伝の郷運動公園

オウンゴールGOAL 　関東プリンセスリーグ　第 6 節
　  ●0-13  vs 日ﾃﾚ・ﾒﾆｰﾅ
　　　　　　　　　　８月２８日（日） 筑波学院大学

　関東プリンセスリーグ　第 5 節
　  ●0-8  vs ｽﾌｨｰﾀﾞ世田谷ﾕｰｽ
　　　　　　　　　８月２４日（水） 卜伝の郷運動公園

長戸

伊藤猪ノ川

村上

宮本

水野谷日比野淀川

小西 永島

片岡

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 (最終結果）

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

27

36

35

30

24

22 6 4 8 -1

22 6 4 8 -6

9

さいたま SC

FC KOREA

14 3 5 10 -8

10 3 1 0 17 -37

44 14

11

11

8

8

7 -383

373

046

1252

2643

1822

KANTO PRINCESS LEAGUE

　普段、公式戦の出場
機会が少ない選手も、
練習試合で経験を積み
ました。今回は全国大
会 上 位 の チ ー ム と 対
戦。貴重な経験となり
ました。
　

　合宿なので、チーム
全員で食事。宿舎はペ
ンションのような宿を
貸し切りで、とても好
評でした！でも、なん
でみんなユニフォーム
なのかな！？
　

　全国大会常連チーム
な ど と の 試 合 を 通 し
て、さまざまな課題が
明らかになりました。
　関東大会に向けて、
１つずつ改善できるよ
うにしましょう！
　

19min
20min
40min
43min
45min
79min
83min

ヴェルフェ
ヴェルフェ
ヴェルフェ
今井一輝
川村誠也
ヴェルフェ
ヴェルフェ

バルツォ戦スターティングメンバー


