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つくば FC 今月のイチオシ！つくば FC 今月のイチオシ！

天皇杯茨城県代表決定戦 1回戦

ジョイフル本田つくば FC vs 流経大ﾄﾞﾗｺﾞﾝｽﾞ龍ケ崎

15:30～
3/29(WED) 流通経済大学サッカー場

IFA リーグ (U-15)1 部　前期第 2 節

つくば FC ジュニアユース (U-15) vs ﾌｫｰｳｲﾝｽﾞ

15:00～
3/18(SAT) 筑波学院大学 Tフィールド

TSUKUBA FC
                LADIESつくば FC レディース

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

つくば FC レディースの

ホームゲームを観に行こう !!

監督
内田 光洋
1978.12.5 生まれ 東京都出身
前つくば FC ユース監督

Uchida Mitsuhiro

ヘッドコーチ
奥 岳史
1989.8.9 生まれ 三重県出身
前つくば FC ユースコーチ

Oku Takeshi

キャプテン
亀井 祐美
1991.2.6 生まれ 宮城県出身
前所属 聖和学園高等学校

Kamei Yumi

GOAL

　　vs 市立船橋高校　
　　　　7－0/3－0/4－0　 　会場 ： T フィールド

　　齋田、亀井３、井上(藍)、菊地、柴田２、井上(佳)、豊嶋２、平野、加藤２

1
21

GOAL

　　vs つくば FC ジュニアユース U13
　　　　0－0/1－0/0－1/2－0　 　会場 ： T フィールド

　　豊嶋、牛玖、大木

1
28

GOAL

　　vs KASHIMA-LSC
　　　　3－0/2－0/4－0　 　会場 ： T フィールド

　　大木２、肥留川、豊嶋、小池、衣奈、齋田、井上(藍)

2
4

GOAL

　　vs MITO EIKO FC 茨城レディース　
　　　　0－0/1－1/0－0/0－2 　　会場 ： T フィールド

　　豊嶋

2
11

GOAL

　　vs スフィーダ世田谷 FC　
　　　　0－1/0－1 　　会場 ： 清瀬内山公園サッカー場 A

　　

2
18

知って
る？つくばFCの テレビ&ラジオ
つくばスポーツ aiテレビ つくばフットボールスタジアムラジオ

地上波 11Ch
毎月第 3 週目
月～日
12:00~12:15
21:30~21:45

FM 84.2
ラヂオつくば
毎週木曜日
21:00~21:30

つくば FC レディース　2017 シーズン始動！つくば FC レディース　2017 シーズン始動！

つくば FC レディースのリーグ戦スケジュールが決定！
セキショウチャレンジスタジアムへ応援に行こう！

ACCS で放送されている「つくばスポーツ ai」は
つくば FC が制作しているテレビです。今年度の
メインキャスターはみんな大好き、なかじコーチ
だよ！

※会場はすべてセキショウチャレンジスタジアムです。

４/２３ （日）　１１ ： ３０

第２節　vs 常盤木学園高等学校

４/８ （土）　１４ ： ００

vs 南葛 SC WINGS( 東京都 2 部 )

５/１４ （日）　１１ ： ００

第５節　vs 新潟医療福祉大学

５/２0 （土）　１３ ： ００

第６節　vs 常盤木学園高等学校

６/１０ （土）　１５ ： ００

第９節　vs 新潟医療福祉大学

６/２４ （土）　１１ ： ００

第１１節　vs FC 十文字 VENTUS

７/２３ （日）　１１ ： ００

第１５節　vs 大和シルフィード

７/９ （日）　１１ ： ００

第１３節　vs ノルディーア北海道

NEW STAFF
        &
       NEW CAPTAIN

スフィーダ世田谷戦スターティングメンバー

プレナスチャレンジリーグ EAST

プレシーズンマッチ

　
　２月２６日に境町サッ
カー場にてフューチャー
リーグ最終節、２試合を行
いました。
　1試合目は強豪アイデン
ティみらいに負けてしまい
ましたが、最終試合となっ
たFCクレアティーボ戦では
攻撃陣が爆発して5得点！
勝利することはできません
でしたが、プレーする選手
たちは楽しそうでした。
　4年生は次のステージで
この経験を活かし、3年生は
来年に向けて練習しましょ
う！

２/２６( 日 )　
VS アイデンティみらい    ●0-8　　
VS FC クレアティーボ  　△5-5  F uture

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

今　 回は金曜日キッズクラス
（U-6）におじゃましました！
　このクラスは、坂本コーチ・
森田コーチと一緒に、毎週
サッカーを楽しんでいます。

年中さんが多いクラスです
が、寒くても、風が強くても、
みんな元気いっぱいです！こ
れからの成長をコーチ達は楽
しみにしています！

　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
　今シーズンから、新しくつくばFCレディースとジョイフル本田つくば
FCのユニフォームパートナーになった企業名は？

A：SC相模原　　B：藤枝MYFC　　C：浦和レッズ　　D：栃木SC

A：三和ニードルベアリング株式会社　　B：三和ヌードルベアリング株式会社
C：四和ニードルペアリング株式会社　　D：四和ヌードルペアリング株式会社

１：京都サンガFC　２：名古屋グランパス　３：FC琉球　４：アスルクラロ沼津

第2問
　つくばFCジュニアユース5期生の篠原宏仁選手が、2017年シーズンから
加入したJリーグクラブは？

第3問　　
　つくばFCジュニアユース5期生の湯沢聖人選手が、2017年シーズンから加入し
たJリーグクラブは？

つくば FC 検定～第 9回～

答えはこのページの下にあるよ！

つくば FC 検定答え→　第 1問：A　第 2 問：B　第 3 問：A

つくばで発信しているラヂオつくばでは、レディ
ースチームで活躍する「藤井選手」と「菅原選手」
が楽しいトークを交えながらつくば FC を紹介し
てくれます！



JOYFUL HONDA 
                TSUKUBA FCジョイフル本田つくば FC TSUKUBA FC

              LADIES YOUTHつくば FC レディースユース

TSUKUBA FC
            JUNIOR YOUTHつくば FC ジュニアユース

TSUKUBA FC
                GIRLSつくば FC ガールズ

茨城県女子ユース(U-14)
サッカーリーグ

GOAL

　茨城県女子ﾕｰｽﾘｰｸﾞ第８節
　　●0－1　 vs 東小沢FCバンビーナ

1
15

GOAL

GOAL

GOAL
GOAL

　茨城県女子ﾕｰｽﾘｰｸﾞ第９節
　　△1－1　 vs KASHIMA-LSC

1
15

GOAL

　　vs ヴァンラーレ八戸 FC
　　　　1－0/2－2/0－1 　　会場 ： RKU フットボールフィールド

　　長谷川、池田、坂本

2
5

GOAL

　　vs いわき FC
　　　　0－0/0－0/1－0 　　会場 ： T フィールド

　　三角

2
11

GOAL

　　vs 流通経済大学 FC
　　　　0－1　　　　　　　　 　　会場 ： RKU フットボールフィールド

2
18

GOAL

　　vs 湘南リーブレ
　　　　1－2 (1－1)　　　　　　　　 
　　　　大関

1
21

GOAL

　　vs 白岡 K’ s
　　　　2－0 (0－0)　　　　　　　　 
　　　　大関×２

1
29

GOAL

　　vs キッズパワー
　　　　6－0 (4－0)　　　　　　　　 
　　　　大関×３、藤澤、要、清水

2
5

GOAL

　　vs カリオカ FC
　　　　1－0 (0－0)　　　　　　　　 
　　　　水品

淀川、オウンゴール、畠山

大久保、水野谷、吉見

伊藤（理）×２

古谷

1
14

GOAL

　　vs コンソルテ
　　　　2－7 (1－3)　　　　　　　　 
　　　　水品、石津

1
29

GOAL

　　vs FORTE
　　　　2－1 (1－0)　　　　　　　　 
　　　　水品×２

2
18

GOAL

　　vs 草加 Jr
　　　　2－3 (2－1)　　　　　　　　 
　　　　藤澤、大関

2
11

GOAL

　　vs FORTE
　　　　3－2 (3－2)　　　　　　　　 
　　　　大関、パトリック×２

2
26

GOAL

　　vs 日立ビルシステム
　　　　1－2　　　　　　　　 　　会場 ： RKU フットボールフィールド

　　長谷川

2
18

GOAL

　　vs ブリオベッカ浦安
　　　　1－1/3－0/1－2　　　 　　会場 ： 浦安市運動公園陸上競技場

　　川村×３、池田、下重

2
26

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

チームキャプテン
坂本 龍一
1986.7.30 生まれ 千葉県出身
前所属　筑波大学蹴球部

Sakamoto Ryuichi

ゲームキャプテン
深澤 裕輝
1987.11.10 生まれ 静岡県出身
前所属　ブラウブリッツ秋田

Fukazawa Yuki

監督
副島 秀治
1980.12.26 生まれ 長崎県出身
ｼﾞｮｲﾌﾙ本田つくば FC 監督 6年目

Soejima Hideharu

ヘッドコーチ
小松 祐己
1986.6.18 生まれ 埼玉県出身
前水戸ホーリーホック EIKO ジュニア監督

Komatsu Yuki

UU-1５-1５TEAMTEAM UU-14-14TEAMTEAM

GOAL

　　vs 鹿島さわやか FC
　　　　0－0/0－3/1－0 　　会場 ： 矢田部サッカー場 B

　　中根（ユース）

2
19

GOAL

　　vs 筑波大学 B3
　　　　0－0/0－0　　　　 　　会場 ： T フィールド

　　

2
25

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

つくば FC ネクストつくば FC ネクスト

マーメイド杯 U - 1 2マ ーメイド杯 U - 1 2

フ ィ リ ア杯 U - 1 4フ ィ リ ア杯 U - 1 4

グ ローナ ップ リーググローナップ リーグ

　マーメイド杯 1 次リーグ2
18 〇2-0 vs プリティー 310 リーベ

〇8-0 vs エステレーラ相馬 Jr.
〇3-0 vs 高島平レディース

　フィリア杯 1 次リーグ2
11 〇3-0 vs 越谷レディースファミリー

●0-3 vs 白岡 SCL

〇3-0 vs AC 館林フェリス

　フィリア杯決勝トーナメント2
25 ●0-3 vs 十文字ベントス JY

●2-3 vsLa Ciruela NARITA

　マーメイド杯 1 位トーナメント2
19 ●1-3 vs 両毛ローザ FC

●0-2 vs 東小沢バンビーナネクスト
●0-0(PK 0-2) vsFC 石岡

　新U15チームは3月から始まる
IFA1部リーグに向け、グローナップ
リーグや練習試合をこなしています。
　リーグでは1つでも上の順位を目
指してがんばります！

　レディースユースは毎年恒例の
新チーム始動戦である「フィリア
杯 U-14」に参加しました。新中学
１年生も数名参加です！
　1 日目の 1 次リーグでは、課題
が残りつつも 2 勝 1 引き分け。こ
の時点で 16 位（40 チーム中）と
なり、2 日目の順位別トーナメン
トは 2位トーナメントへ。
　2 日目は残念ながら連敗となり、
15 位で大会を終えることになりま
した。
　良い結果は残せませんでしたが、
まだまだ始動したばかりのチーム
です。4 月以降の大会の躍進に期
待です！

　ジョイフル本田つくば FCも 2017 シーズン
がスタートした。
　監督は昨年に引き続き副島秀治。ヘッドコー
チには新たに小松祐己が就任。また、ゲームキャ
プテンには新たに背番号６を背負う深澤裕輝、
チームキャプテンは背番号５ 坂本龍一が務め
ることになった。
　最大の目標である JFL 昇格に向け、まずは地
域チャンピオンズリーグへの切符を目指して関
東 1部リーグを戦う。
　シーズン最初の公式戦は 3月 29日（水）の
天皇杯予選となっている。

　写真：いわき FC 戦

　つくば FC ネクストは今年
最初の公式戦となる茨城県
知事杯に向けてトレーニン
グマッチをこなしている。
　シーズン最初の相手は茨
城県 1 部リーグの王者・鹿
島さわやかとの対戦。互角

　今シーズン最後の大会であるマー
メイド杯（U-12）が 2 月 18 日、19
日の 2日間で行われました。
　1 日目の 1 次リーグでは、自慢の
攻撃陣が爆発し、3 戦 3 勝で 1 位！

　新U14チームも3月からリーグ戦で
す。3部に昇格するには前半戦でリー
グ1位にならなければなりません。
　上級生相手にも粘り強く戦うチー
ムに期待です。

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

U13 チーム
レディーストップチームと
　　　　　　　試合しました！

　1月 28日につくば FCレディースとト
レーニングマッチを行いました。
　昨年対決した時よりも、体が一回り大
きくなったこともあって、対等に戦うこ
とができました。次回戦うときには勝利
できるようにトレーニングしましょう！

2 日目は優勝をかけて 1 位トーナメ
ントにコマを進めました。
　2 日目は強豪相手に勝利することは
できませんでしたが、チーム全員が一
生懸命にプレーする姿が見れました。
　最終結果は 32 チーム中 8 位。好
成績でシーズンを締めくくりまし
た！

中川

前田金井

水野谷

深澤

大久保村上生田

尾澤 吉見

長戸

AC 館林フェリス戦スターティングメンバー

村上

水野谷金井

中川

深澤

淀川永島畠山

吉良 古谷

長戸

KASHIMA-LSC 戦スターティングメンバー

に戦うも、ミスから失点し
１－３で敗戦となった。翌
週は筑波大学 B3 と対戦し、
スコアレスドロー。
　課題の残る結果となった
が、まずは初戦突破に向け
て改善を期待したい。


