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　ジュニアユース、ユース3期生の八木です。今はつくばFCネ
クストとつくばFCレディースのヘッドコーチを担当しなが
ら、このASSISTも卒業生として作成しています。
　昨年10月よりスタートしたASSISTですが、なんとか1周年
を迎えることができました。これまで編集後記的なものを書
いてこなかったのですが、ちょうどいい節目ということで、初
挑戦しました(笑)
　さて、10月でジュニアユースの13期生が最後の公式戦を迎
えました。13期生ということは私のジュニアユース最後の公
式戦からちょうど10年ということになります。人によっては
「もう10年か」という人もいますが、私からすると「まだ10年
なのか」というのが率直な感想です。当時、10年後なんて想像

みんなのスクール紹介！スクール 　火曜 ガールズ 学院大クラス　火曜 ガールズ 学院大クラス

今　 月は、火曜ガールズクラスに行ってきました！
火曜ガールズクラスの担当（たんとう）はのっぽの林（はやし）
コーチと、筑波大学女子サッカー部でバリバリ活躍中（かつやく
ちゅう）の辻野（つじの）コーチです！
　このクラスのみんなは、コーチたちがびっくりするくらい低
学年の子たちも、高学年の子たちも上手になっています！
　最近は、ガールズ
クラスの後に練習を
しているレディース
ユースのお姉さんた
ちも試合に参加して
くれて、とても良い
刺激（しげき）になっ
ているようです。
　みんなと楽しく
サッカーをやる女の子
はまだまだ募集中（ぼ
しゅうちゅう）です！

強豪に競り勝ち４位も
JFL昇格の望み無くなる

　2回目の全国社会人サッカー大会は、奇しく
も、3年前の快進撃を演じた長崎大会と同じ4位
という結果になった。
　目標であるJFL昇格の望みを残すためには今
大会で3位以上になることが絶対条件。
　初戦を快勝し、好スタートを切ったものの、2
回戦では元日本代表監督の岡田武史さんが
オーナーとなって注目を集めるFC今治と対戦
となる。延長戦を含む100分間を耐え凌ぎ、PK戦
で勝利！周りの予想を覆す勝利を挙げた。
　3回戦では関東2部のエスペランサSCに勝利
し、準決勝へ。
　3位まであと一勝。準決勝もジョイフルがポゼッ
ションで相手を上回る。しかし、2日連続の延長戦に
よる疲労も影響してか、強固な守りを崩せずカウン
ターなどから失点。3位決定戦に回ることになる。
　泣いても笑っても最後の3位決定戦は、2点の
ビハインドから#14川村の今大会6ゴール目で1
点差に迫るも惜敗。
　今シーズンのJFL昇格は無くなったが、すぐ
に市原カップが予定されている。2年ぶりのタ
イトル獲得に期待したい！
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　全国社会人サッカー選手権大会 1 回戦 
　　vs FC Kawasaki( 岐阜 )

　　　　　１０月２２日（土） 北条スポーツセンター球技場（愛媛）

FC Kawasaki
ジョイフル本田
つくば FC 6-1

（　　）4-0
2-1

GOAL
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　全国社会人サッカー選手権大会 ３回戦 
　　vs エスペランサ SC(関東 2部 )

　　　１０月２４日（月） 北条スポーツセンター陸上競技場（愛媛）

ｴｽﾍﾟﾗﾝｻSC
ジョイフル本田
つくば FC 3-1 GOAL

（　　）前 0-0
後 1-1 （　　）延前 1-0

延後 1-0

（　　）0-0
0-2
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三菱水島FC
三菱水島FC

　全国社会人サッカー選手権大会 準決勝 
　　vs 三菱水島 FC(岡山 )

　　　１０月２５日（火） 北条スポーツセンター陸上競技場（愛媛）

三菱水島 FC
ジョイフル本田
つくば FC 0-2 GOAL

（　　）0-1
1-1
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　全国社会人サッカー選手権大会 ３位決定戦 
　　vs ヴィアティン三重 (三重 )

　　　１０月２６日（水） 北条スポーツセンター陸上競技場（愛媛）

ｳﾞｨｱﾃｨﾝ三重
ジョイフル本田
つくば FC 1-2 GOAL
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ジョイフル本田つくば FC
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　全国社会人サッカー選手権大会 ２回戦 
　　vs FC 今治 (愛媛 )

　　　　１０月２３日（日） 北条スポーツセンター陸上競技場（愛媛）

FC 今治0-0
（　　）前 0-0
後 0-0 （　　）延前 0-0

延後 0-0
PK 4-1

ジョイフル本田つくば FC

つくば FC 今月のイチオシ！つくば FC 今月のイチオシ！

11/19or20

チャレンジリーグ入替戦第 2節

つくば FC レディース vs 相手未定

時間未定
会場未定（ホーム）

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 TsukubaSyukyuClub

９:30～
11/20(SUN) 筑波学院大学 T フィールド

茨城県女子サッカーリーグ 1部上位リーグ第 2節

つくば FC レディースネクスト vs 流通経済大学

10:00～
11/23(WED) ひたちなか市総合運動公園スポーツ広場

関東女子ユース (U-18) サッカー選手権

つくば FC レディースユース vs エスペランサ(山梨)

12:00～
11/19(SAT) 御勅使（みだい）南公園[山梨県]

　茨城県社会人リーグ２部 A  第 7 節 
　　vs 鉾田サッカークラブ
　　   　　　　　　９月２５日（日） 筑波学院大学

鉾田 SCつくば FC
ネクスト 3-0

GOAL 黒滝、芝尾、中根（Y）

　茨城県社会人リーグ２部 A  第 11 節 
　　vs 百里基地
　　   　　　　　　１０月２３日（日） 玉里運動公園

百里基地つくば FC
ネクスト 3-0

GOAL 黒滝、高橋×２

　茨城県社会人リーグ２部 A  第 9 節 
　　vs フレイムスター
　　   　　　　　　１０月９日（日） 筑波学院大学

ﾌﾚｲﾑｽﾀｰ
つくば FC
ネクスト 16-0

GOAL 堀内×３、黒滝×３、高橋×３、森×２
芝尾×３、宮本(翔)、中根（Y）×２

つくば FC
ネクスト

　茨城県社会人リーグ２部 A  第 8 節 
　　vs MFC.WEST
　　   　　　　　　１０月２日（日） 筑波学院大学

MFC.
WEST5-0

GOAL 堀内、芝尾×２、高橋、小杉
黒沢 (Y)

野間田久野

宮本

内藤

堀内森高橋

小久保
[→芝尾]

黒滝
[→仲井 ]

小杉

　茨城県社会人リーグ２部 A  第 10 節 
　　vs お達者クラブ
　　   　　　　　　１０月１６日（日） 筑波学院大学

お達者
クラブ

つくば FC
ネクスト 3-3

（　　）0-1
3-2

GOAL
39min
73min
80min
83min
90+2min
90+2min

お達者ｸﾗﾌﾞ
堀内亮介
野間田亮
お達者ｸﾗﾌﾞ
お達者ｸﾗﾌﾞ
芝尾旭人

10連勝ならずも、劇的ゴールで貴重な勝ち点1をもぎ取る

つくば FC ネクスト　

　9連勝で迎えた10節は、昇
格争いの最大のライバルであ
るお達者クラブと対戦。先制
を許したが、73分に堀内がダ
イビングヘッドを決めて同点
に追いつく。その7分後には高
橋のクロスに野間田が頭で合
わせて逆転に成功！
　しかし、83分にPKで同点に
追いつかれ、92分にこぼれ球

順位
１

２
３
４
５
６

… … … … … … …

チーム名

つくば FCネクスト

TsukubaSyukyuClub

茨城県社会人サッカーリーグ２部 A 順位表 (10.24 時点）

K.FC

鉾田サッカークラブ

MFC.WEST

お達者クラブ

勝点 勝 負分 差

19

27

25

20

18

31 10

9

8

6

6

6 1220

-331

2832

3911

5100

6901

第1部
10:00～ 11:30

第 2部
13:00～ 15:00

11/23(WED)

つくばサッカーフェスティバル 2016

親子サッカー ＆ 女子サッカー体験会

３on３ 大会

in 洞峰公園

パパママといっしょに！

—最強の小学生トリオが決まる！—

参加申し込みはホームページからお願いします！

はじめての子も歓迎！

開催

 決定！

Gakuen
リーグ 今シーズンも残り 1試合

　筑波学園都市サッカーリーグ２部 第 8 節 
　　　vs ガマーズ
　　   　　　　　　　　　１０月８日（土） 茎崎運動公園

　夏季の中断から
最初の試合はあいに
くの大雨の中での試
合となりました。

　つくばFCは中盤よりも前にボールが運べず、なかなかペース
を握れず。それでもGK高木がスーパーセーブを見せるなど、守備
陣が奮闘。0-0で試合を終えて貴重な勝ち点1をゲットしまし
た！

全国社会人サッカー選手権大会

のミドルシュートから逆転を
許す。勝負ありかと思われた
が、失点直後のプレーで途中
出場の芝尾が劇的同点ゴー
ル！このプレー後に試合終了
のホイッスルが鳴った。
　次戦はしっかり勝ち切
り、リーグ残り２試合。最終
節TsukubaSyukyuClub戦
が大一番になりそうだ。

筑志クラブ
TSUKUSHI CLUB LETTER

通信 もできませんでした(笑)
　それでも、ジュニアユース最後の試合というのは今でも鮮
明に覚えていて、そのなかでも、ほとんどの選手が調子がよ
かった中、１つ学年が下の宮本君（現ジョイフル本田つくば
FC所属）だけ絶不調で何もできていなかったことが印象的で
す(笑)
　そんな宮本君も、全国大会で4位と躍進したジョイフルの
（自称）中心選手となるんですから10年間という時間は、決し
て短くは無いんだなと感じます。
　最後に、毎年恒例の卒業生の初蹴りは、今回蹴り納めとな
ります。12月30日（金）に筑波学院大学Tフィールドで開催予
定ですので、卒業生のみなさまは奮ってご参加ください。
　そろそろ、１～３期生あたりは現役引退から時間もたちま
したので、しっかりアップをしてから動くようにお願いしま
す。最近内田コーチもアキレス腱をやってしまいまし
た・・・・・くれぐれも蹴り納めから病院へ直行ということにな
らないようにしましょう(笑)
　まとまりのない文になりましたが、今後もASSISTに少しで
も目を通していただけたら幸いです。

～あとがき～

大敗を糧に！
　今回の試合は2試合とも大敗でした。この悔しさを胸に、日々の練
習から、①1対1に負けないこと、②数人でパスを繋ぎながらゴール
を決めること、③シュートを
打たせないようにボールを奪
いに行くことができる選手を
目指してみてください！
みんなの成長を楽しみにして
います！！

１０/２( 日 )　
VS ポルターラ水戸 ●0-7
VS とりで倶楽部　 ●1-7  

F uture
リーグ



つくばＦＣレディースユース

横須賀シーガルズ戦スターティングメンバー

日テレ・メニーナ戦スターティングメンバー

　関東プリンセスリーグ　第７節
　  ●1-4  vs 横須賀シーガルズ JOY
　　　　　　　　　　　９月１７日（土） 筑波学院大学

小西GOAL

　関東プリンセスリーグ　第１０節
　  ●0-11  vs ASｴﾙﾌｪﾝ埼玉ﾏﾘ
　　　　　　　　　１０月１０日（月） 筑波学院大学

小西GOAL

　関東プリンセスリーグ　第９節
　  ●1-9  vs ﾉｼﾞﾏｽﾃﾗ神奈川相模原ﾄﾞｩｰｴ
　　　　　　　　　１０月１０日（月） 筑波学院大学

畠山、日比野GOAL

　関東プリンセスリーグ　第８節
　  ●2-3  vs 茨城ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｱｶﾃﾞﾐｰ
　　　　　　　　　１０月８日（土） 筑波学院大学古谷

伊藤鈴木(杏)

武田

宮本

淀川日比野飯岡

小西 吉良

片岡

　茨城県女子ﾕｰｽ(U-14)ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ　第３節
　  ●0-4  vs 小美玉ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｱｶﾃﾞﾐｰ
　　　　　　　　　　　１０月８日（土） 筑波学院大学

永島×３、尾澤（南）×２、古谷、

淀川、中川、金井
GOAL

　茨城県女子サッカーリーグ 2 部　第４節
　  〇10-0  vs 水戸第三高等学校
　　　　　　　　　１０月１６日（日） 筑波学院大学

鈴木 (そ )

伊藤猪ノ川

村上

尾澤 (美 )

水野谷永島淀川

吉良 古谷

深澤

KANTO PRINCESS LEAGUE

　秋の関東大会をかけたアスリードカップ（昨年
は薬剤師会検査センターカップ）が行われました。
　つくばFCガールズはグループステージを2試
合19得点と相手を圧倒して1位突破。

第１回アスリードカップ
　　ガールズチーム３位！

つくばＦＣ
ガールズ

つくばＦＣ
ガールズ

グループステージ　
VS FC Weiren 大洗　   　　
VS 久米 SSS ガールズ

〇16-1　   　　
〇3-0　  

決勝トーナメント　

１回戦
　VS FC 石岡
準決勝　   　　
　VS 東小沢バンビーナ
３位決定戦
　VS プルチーノ FC

△1-1 PK3-2
　   　　
　　    ●0-3

　　    〇3-2　  

　決勝トーナメントの1回戦はなんと昨年
の1位、2位対決に！決定機をなかなか決め
られず、PK戦になりますが、かろうじて勝
利。準決勝では惜しくも敗れてしまいまし
たが、3位決定戦で4年生たちが奮闘しプル
チーノFCに勝利し、3位に！
　関東大会には出られませんが、残りの
リーグ戦、マーメイド杯に向けて頑張りま
しょう！

１３期生おつかれさまでした！

リーグ連勝中！でも、内容は・・？ 上位対決に勝利！

　IFA(U-15)1部リーグでは、つくばFCの全試
合が終了し、１３期生が引退となりました。
　リーグ終盤の3連戦は、上位の3チームと
の対戦。アイデンティ戦では、前期で敗北
している相手に対して会心の勝利！水戸
ホーリーホック戦では、敗れたものの、終
了１０分前にGKが負傷退場するまで０－
１と接戦を演じ、今期のベストゲームと言
える内容でした。
　迎えた最終戦では、残り１５分で３点の

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８節
　　●0－3　 vs 水戸ホーリーホック

　IFA リーグ U15 １部 後期第９節
　　△3－3　 vs 石岡アセンブル

オウンゴール、 増田、 飯田GOAL

　IFA リーグ U15 ３部 第１３節
　　〇1－0　 vs 下根中学校

　U14 選手権 1 次リーグ 
　　●1－2　 vs FC VIALA

　IFA リーグ U15 ３部 第１４節
　　〇2－0　 vs 守谷中学校

藤澤 (u13)GOAL

高久、 藤澤 (u13)GOAL

　IFA リーグ U13 ２部
　　〇2－1　 vs FC VIALA

石津、 藤澤GOAL

　IFA リーグ U13 ２部
　　〇5－0　 vs FC バンディエラ常陸太田

中島 ×２、 水品、 石津、 相原GOAL

UU-15-15TEAMTEAM

大関GOAL

　IFA リーグ U15 １部 後期第６節
　　〇1－0　 vs アイデンティみらい

長谷川GOAL

齊木

堀江伊藤 石井増田

早瀬

鈴木

仁平

飯田 長谷川

石田

あと1勝が遠く・・・皇后杯本選出場ならず

　皇后杯関東予選２回戦 
　　vs 関東学園大学
　　　　　　９月１９日（月祝） ひたちなか市総合運動公園

つくば FC
レディース 関東学園大学0-0

PK 5-4
（　　）0-0

0-0

　皇后杯関東予選３回戦 
　　vs 日テレ・メニーナ
　　　　　　９月２２日（木祝） ひたちなか市総合運動公園

つくば FC
レディース

日テレ
メニーナ1-1

Ex. 0-0 PK 2-4
（　　）1-1

0-0

GOAL
豊嶋舞子

　皇后杯関東予選 5 位決定戦 
　　vs 東洋大学
　　　　　　９月２４日（土） ひたちなか市総合運動公園

つくば FC
レディース

東洋大学0-2
（　　）0-1

0-1

　皇后杯関東予選 7 位決定戦
　　vs 浦和レッズレディースユース
　　　　　　９月２５日（日） ひたちなか市総合運動公園

つくば FC
レディース 浦和レッズ0-2

（　　）0-0
0-2

國香

三間平野

衣奈
[→亀井 ]

遠藤

豊嶋
[→柴田 ]

菊地大木 井上藍
[→小池]

小塙

藤井

　皇后杯の本選出場をかけた、関東予選が茨
城県ひたちなか市で行われた。
　チャレンジリーグ所属のつくばFCは2回戦
からの登場。初戦は関東学園大学とのPK戦を
制し、ベスト8に進出。7チームが本選出場と
なるため、初の皇后杯出場まであと1勝に
迫った。
　3回戦はU17日本代表に選出されている選
手を数多く擁する日テレ・メニーナとの対戦。
　つくばFCはカウンターから先制に成功す
るも、直後に同点にされる。その後は終始押
し込まれる展開となったが、ディフェンス陣
が踏ん張り、PK戦へ。つくばFCは2人が失敗
し、惜しくも5位決定戦へ回ることになった。
　5位決定戦の東洋大学戦では、連戦の疲労
から動きが鈍く敗戦。7位決定戦のレッズレ
ディースユースにも惜敗し、皇后杯本選の出
場権は得られなかった。

　中学生と高校生の混合チームのつ
くば FC には格上との対戦が続くプ
リンセスリーグですが、関東大会で
はこのレベルの相手に挑戦しなけれ
ばなりません。
　いかに失点を減らして、得点を奪
うのか。
　関東大会まで時間はあまりありま
せんが、まずは初戦突破を目指して
トレーニングしていきます！

　県リーグ2部の水戸三高戦は、１０－０
で快勝！高校１年生中心の相手でしたが、
日頃の練習の成果が発揮されました。
　県リーグは2勝2敗となりました。上位
に食い込めるように残り3戦全勝を目指し
ます！

つくばＦＣレディース

茨城県女子サッカーリーグ茨城県女子サッカーリーグ

ビハインド。厳しい展開の中で、FKから１
点を返すと、積極的な采配も功を奏して、
さらに１点、ATには劇的な同点弾を決めて
くれました。勝利はなりませんでしたが、
この3年間の成果が出た熱いゲームとなり
ました。
　これでジュニアユースとしての活動は
終わりますが、それぞれの進路での活躍を
期待しています！

　リーグ戦は連勝しています
が、内容はまだまだ。１３期生に
追いつき、追い越せるようにト
レーニングしていきます！

　最終戦終了後に、フルコート
で選手VSコーチのゲームを行
いました。結果は福本監督の1
ゴール1アシスト（清水コーチ
も１アシスト）でコーチチーム
の勝利！まだまだ中学生には

入替戦予選大会の参加チーム決まる

MITO EIKO FC 茨城レディース

南葛 SC WINGS

FC 十文字 VENTUS

ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ

セレッソ大阪堺ガールズ

INAC 神戸レオンチーナ

ディオッサ出雲 F.C.

ヴィクサーレ沖縄 FC ナビィータ

　11月に行われるチャレンジリーグ入替戦の予選
会に参加する８チームが決定した。
　予選大会は、11月3日（木祝）から6日（日）までに
行われ、つくばFCレディースは2位のチームと対戦
となる。

負けていません！
　コーチ達は衰える一方です
が、選手のみんなはこれからま
だまだ成長します。いつかコー
チ達にも勝てるようになるの
を楽しみにしています！


