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            JUNIOR YOUTHつくば FC ジュニアユース

UU-1５-1５TEAMTEAM

　U-15チームは、IFAﾘｰｸﾞ1
部開幕6連敗を喫してしま
いました。これまでのリー
グ戦を振り返り福本監督
は、チームに不足している
のは「粘り強さ」だとして、
トレーニングでは空間認識
力、1対1の守備での対応、
テクニックなどにフォーカ
スして取り組んでいます。
粘り強く、１つ１つの局面
で勝ち、最終的にチームの
勝利につなげていくことが
重要だと考えています。
　福本監督は　「ここから
全ての試合に勝ち続けるこ

　今年度のU-13チーム
は27名の選手が入団して
くれました。担当は清水
ヘッドコーチと原澤アシ
スタントコーチです。
　今シーズンの清水コー
チのモットーは「熱く、楽
しく、冷静に！」です。1年
間宜しくお願いします。
　さて、そんなU13チーム
ですが、始動してから早
くも1カ月が経ちました。
ここまでの印象は、気持
ちを前面に押し出せる

　今シーズンのU-14チームを担当している武
石です。
　つくばFCジュニアユース3年間の中での積
み重ねの中で、今季はサッカー的にも、それ以
外の部分でも、「前向き」にプレーすることを
１つのテーマに活動しています。
　サッカーは足でボールを扱うこと、グラウ
ンドコンディション、相手との力量差など不

IFA リーグ開幕！

U13 チーム始動！

<みんなで頑張る >

IFAリーグ(U-15) 1部 第1節
●0ー1　vs アセノSC　　　
　 　　

3
4

IFAリーグ(U-15) 1部 第2節
●0ー5　vs フォーウインズ
　　　 　　

3
18

IFAリーグ(U-15) 1部 第3節
●0ー5　vs 水戸ﾎｰﾘｰﾎｯｸ　
　　　 　　

3
20

IFAリーグ(U-15) 1部 第4節
●1ー4　vs FC古河　　　　 
　　

4
22

内藤GOAL

IFAリーグ(U-15) 4部 第1節
〇2ー0　vs 藤代中学校　

3
19

中本、中島GOAL

IFAリーグ(U-15) 4部 第2節
〇8ー0　vs DO SC B　

4
16

水品×４、中本×２、平賀、松崎GOAL

IFAリーグ(U-15) 4部 第3節
〇4ー2　vs 土浦第三中学校

4
30

中本×２、水品×２GOAL

IFAリーグ(U-15) 4部 第4節
●1ー4　vs 新治中学校　

5
3

中本GOAL

高橋

柴田 榎木 唐澤平出

高久

朝賀清水 藤澤 内藤

大関

クラブユース選手権1回戦
●2ー3　vs 石岡アセンブル
　　　　 　　

3
18

大関×２GOAL

大関GOAL

IFAリーグ(U-15) 1部 第5節
●1ー3　vs 日立SC　　　　 
　　

5
1

IFAリーグ(U-15) 1部 第6節
●0ー2　vs ｱｲﾃﾞﾝﾃｨみらい
　　　　 　　

5
3

UU-14-14TEAMTEAM

UU-1３-1３TEAMTEAM

写真：U-15 石岡アセンブル戦

写真：U-15 FC 古河戦

写真：U-14 DO SC B 戦

写真：U-14 土浦三中戦

vol.1

原澤コーチのこと
は、最後のページ
で武石コーチが紹
介してくれます！

とは難しくても、目の前の1
試合に勝つことに全力を出
し、その上で勝ち星を積み
重ねて、必ず残留してみせ
ます！」と力強く語ってく
れました。
　苦しい状況ですが、応援
よろしくお願いします！

確定な要素が多く、言い訳したくなることが
多いスポーツです。しかし、そんな中でも、ミ
スが起きたらみんなで修正して前向きに次に
進んでいく、かつ、みんながカバーしてくれる
ということに甘えるのではなく、強い個々が
お互いにカバーしあっていく。チーム、グルー
プとして決まりきった形やパターンを作って
いくわけではなく、1人1人がその状況に応じ
てやるべきことを判断して正確に実行してい
く。そんな1年間を目指しています。
　ひたむきに、前向きに粘り強く取り組んで
いきますので、U14チームの応援よろしくお願
いします。

「熱い」学年だということ
です。
　目標であるU-13リー
グ1部優勝、関東リーグ昇
格に向けて日々強烈に努
力していきますので、応
援よろしくお願いしま
す！

　こんにちは！つくばFCジュニアユース＆スクールコーチの武石です。もう
つくばFC4年目になりました。ということで今月号から、ここで言いたいこと
を発信していきます！
　記念すべき第1回は、今年度から新しくジュニアユースのコーチに就任した
原澤芳春（はらさわみちかず）コーチの紹介です！みちかずコーチは僕の1つ年
上の22歳。秋田大学出身で、好きなお米はコシヒカリです。情熱的なコーチン
グ、プレーでつくば市の気温を２℃上げることが今年の目標らしいです。です

　突っ込みどころの多い写真となってしまいま
した(笑)
　写真を撮ると言ったのに全く笑ってくれな
かったこの3人はつくばFCジュニアユース出身
の選手です。
　一番左は、4期生の宮本英明。この日は今季初先
発だったにもかかわらず、収穫はイエローカード
のみ。真ん中は6期生の厚木尚也。強烈なインパク
トを残すTシャツはギャグではなく、プールの監

みちかずコーチは、つくばFCのジュニアユー

ス・ユース６期生でもあります。ユースチーム

ではキャプテンも務めました。

二ノ宮小学校→谷田部東中学校→並木高校

→秋田大学→筑波大学大学院

が、話の腰を折ることが多々あり、そのたびに周囲の空気
が冷めていくので、結局つくばの気温は変わりません。
　そんなみちかずコーチですが、理科の教員免許を持っ
ているという賢い一面もあります。つくばFCスクール
の子たちと仲良くなりたいそうなので、理科で分からな
いことがあったら、
みちかずコーチに
聞いてあげてくだ
さい(笑)

武石コーチの今月の言いたいこと！
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レディースユース
TSUKUBA  F C  LAD I E S  YOUTU

飯 岡  萌 々 香
I i o k a  M o m o k a

★レディースユースの頼れる
　　　　　　　　キャプテン
★背番号 7
★高校 3 年生
★ポジション：MF ,  D F
★今シーズンの抱負
今 年 は 高 校 3 年 生 に な り 時 間
は 短 い で す が 関 東 大 会 で い い
結 果 を 残 し 次 に つ な げ て い き
た い で す 。

ジュニアユース
TSUKUBA FC JUNIOR YOUTU

朝 賀  遼 人
A s a g a  H a r u t o

Qここからどうやって巻き返す？

　どうやってというよりも、チーム全体
で目的意識を統一し、一人一人がチ
ームのために全力を尽くして戦うこと
が必要だと考えています。

Qどのような目的をもって闘う？

　残留すること。そのためにもまず一勝すること。今日（ 5月2 1
日）のゲームも含めて一つ一つの試合に勝っていくことです。
　強い相手に対しては、積極的にチャレンジして、勝ちに行くこ
とが目標です。

Q今年、チャレンジしようとしていることは？

　 (主将として )チーム全体をまとめつつ、みんなから信頼される
プレーヤーになること。信頼を勝ち取るために、重要な場面で
得点したり、大事なところで身体を張ったプレーをしていきた
い。

Q最後に一言！

　うまく言葉にできませんが、とにかく勝ちます！
　応援よろしくお願いします。

あの人は今？
つくばFC OB情報

視員をしているところ休憩時間に抜けて来てく
れました。右は8期生の長谷川慎梧。この日の試合
は残念ながら練習試合の打撲で欠場。
　ご存知の方も多いと思いますが、3人は現在
ジョイフル本田つくばFCとつくばFCネクストで
選手として活動しています。
　是非機会がありましたら、試合会場まで応援に
来てください！
　

宮本 英明 MIYAMOTO Hideaki

　つくばFCジュニアユース4期生。
流通経済大学柏高校から仙台大学で
プレーしジョイフル本田つくばFCに

加入。今年3年目。ポジションはジュニア
ユース時代と変わらずフォワード。
　

厚木 尚也 ATSUKI Naoya

　つくばFCジュニアユース6期生。
鹿島学園高校、静岡産業大学に進学。
怪我により一度は引退したが、今年か

らつくばFCネクストに加入し現役復
帰。ポジションはボランチ。

長谷川 慎梧 HASEGAWA Shingo

　つくばFCジュニアユース8期生。
つくばFCユースを卒業後、ジョイフ
ル本田つくばFCに加入。生粋のつく

ばFCっ子。ポジションはフォワード。持
ち味は相手を置き去りにするスピード。
　



中川

鈴木(杏) 伊藤(み) 水野谷片岡

畠山

武田畠山 日比野 吉田

小西

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

TSUKUBA FC
                YOUTHつくば FC ユース

　　Y リーグ第 1節5
4 〇7-0 vs 小美玉レディース

△1-1 vs 東小沢ﾊﾞﾝﾋﾞｰﾅﾈｸｽﾄ

　新一年生が10人加入したつくばFCユースは
ぶっつけ本番で関東クラブユース選手権に臨
みました。4連敗で敗退となってしまいました
が、1試合ずつチームとして成長が見られまし
た。最終戦はアクシデントが重なり大量失点を
しましたが、次につながる内容でした。
　クラブユースでの経験を活かし、目標である
県リーグ3部昇格を成し遂げましょう！

　レディースユースチームに今年も新メンバーが加わ
りました。中学１年生が７名、中学２年生が１名加入
し、中学生２４名・高校生９名の計３１名のチームにな
りました。
　毎年恒例の新入生歓迎バーベキューも開催され、
石川代表やレディーストップチームのコーチにも参加
していただき、大変盛り上がりました。チーム一丸と
なって成長して良い結果が出せるように頑張っていき
たいと思います。

　今年もレディースユースはプリンセス
リーグに参加しています。既に7試合を消
化し、1分6敗の勝点1となっています。昨
年よりも得点を奪うことができるようになっ
ています。まずは、初勝利を目指してト
レーニングを積み重ねていきたいと思い
ます！

　関東大会につながる茨城県女子
ユースサッカー選手権大会が 5 月
6日、 13 日に行われました。
　今年は参加した 5 チームでの総当
たり戦となりました。 結果は、 2 勝 2
敗の 3 位となり、 残念ながら関東大
会出場とはなりませんでした。

　茨城県内の女子小学生
チームのリーグ戦 「Y リー
グ」 がスター ト。 つ くば
FC ガールズの初戦は 5
月 4日に行われました。
　つくば FC は一昨年 2 位、 去年 3 位と 2 年連続で優勝まであと一歩と
いう好成績を収めています。 今年こそ優勝を目指します！
　最初の試合は、 6 年生が大活躍し、 7-0 で快勝！幸先の良いスタート
となりました。 2 試合目の相手は、 昨年のチャンピオン東小沢ﾊﾞﾝﾋﾞｰﾅﾈ
ｸｽﾄでした。 立ち上がりに先制点を奪いましたが、 その後はなかなか追
加点を奪えず、 終了間際に追いつかれてしまいました。
　連勝スタートとはなりませんでしたが、 リーグ戦は始まったばかりです！さ
らにレベルアップするために練習しましょう！

関東ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ選手権GL 第1節
●2ー3　vs OSA　　　　 　　

4
8

増田、中根GOAL

プリンセスリーグ 第1節
●3ー8　vs 横須賀ｼｰｶﾞﾙｽﾞ

4
15

小西×２、古谷GOAL

プリンセスリーグ 第2節
●2ー6　vs ﾉｼﾞﾏｽﾃﾗ相模原ﾄﾞｩｰｴ

4
16

小西、畠山GOAL

プリンセスリーグ 第3節
△3ー3　vs 茨城FA　　 　　

4
22

武田、小西×２GOAL

プリンセスリーグ 第4節
●0ー4　vs KASHIMA-LSC　
　 　　

4
29

プリンセスリーグ 第7節
●1ー4　vs 大和シルフィード

5
13

伊藤GOAL

プリンセスリーグ 第6節
●0ー9　vs 日テレメニーナ

5
3

武田GOAL

プリンセスリーグ 第5節
●1ー6　vs スフィーダ世田谷

4
30

　茨城県 U15 選手権 1日目5
6 〇1-0 vs 東小沢バンビーナ

●0-2 vsKASHIMA-LSC

畠山GOAL

渡邉GOAL
　茨城県 U15 選手権 2日目5

6 ●0-2 vs 小美玉 FA

〇2-0 vsﾌﾟﾘﾃｨｰ310ﾘｰﾍﾞ
永島、伊橋GOAL

関東ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ選手権GL 第2節
●0ー16　vs SC相模原　　　
　 　　

4
23

関東ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ選手権GL 第4節
●0ー24　vs 水戸ﾎｰﾘｰﾎｯｸ　　
　　 　　

5
7

黒澤

堀江 長塚 鈴木沢辺

坂本

石田増田 大野 上野

中根

中川

鈴木(杏)伊藤(み) 水野谷片岡

畠山

武田飯岡 日比野 吉田

小西

ホームゲーム特別優待券
通常当日券料金

※本紙をバックスタンド側入場口付近にて当日券購入の際にお見せ下さい。

※本紙 1枚につき 2名様まで有効です。

ASSIST を持って
　　　　つくば FC の応援に行こう !!

\1,000 \500

新チーム始動！ CY は GL 敗退 HOME　vs流通経済大学FC〇3-1
〇6-0
〇2-0
〇2-1
●0-1
5/28(日)
6/24(土)

AWAY　vsエリースFC東京
HOME　vs東京ユナイテッドFC
HOME　vs日立ビルシステム
HOME　vsさいたまSC
AWAY　vsヴェルフェたかはら那須
HOME　vs東京２３FC

7/1(土)
7/9(日)
7/16(日)
7/23(日)
7/30(日)
8/20(日)
8/27(日)

HOME　vsVONDS市原FC
HOME　vs横浜猛蹴
AWAY　vs流通経済大学FC
HOME　vsエリースFC東京
AWAY　vs東京ユナイテッドFC
AWAY　vs日立ビルシステム
AWAY　vsさいたまSC

AWAY　vs大和シルフィード●0-1
△0-0
●0-3
●0-3
●1-2
●0-6

HOME　vs常盤木学園高校
AWAY　vs東FC十文字VENTUS
AWAY　vsノルディーア北海道
HOME　vs新潟医療福祉大学
HOME　vs常盤木学園高校

5/28(日)
6/4(日)
6/10(土)
6/18(日)
6/24(土)
7/2(日)

AWAY　vsFC十文字VENTUS
AWAY　vsノルディーア北海道
HOME　vs新潟医療福祉大学
AWAY　vs大和シルフィード
HOME　vsFC十文字VENTUS
AWAY　vs常盤木学園高校

7/9(日)
7/16(日)
7/23(日)

HOME　vsノルディーア北海道
AWAY　vs新潟医療福祉大学
HOME　vs大和シルフィード

つくばFCレディース

ジョイフル本田つくばFC

プレナスチャレンジリーグEAST  （5/22現在）

関東サッカーリーグ1部  （5/22現在）

つくば FC ガールズ TSUKUBA FC 
                  GIRLS 社会人チーム TSUKUBA FC 

          SYAKAIJIN TEAM

茨城県 4 部リーグ日程
第1節　5月28日（日）9:30

vs 並木中等教育学校
第2節　7月2日（日）10:00

vs 常総学院高校B
第3節　7月8日（土）15:00

vs 石岡第一高校
第4節　7月15日（土）15:00

vs 伊奈高校
第5節　7月22日（土）15:00

vs 藤代高校
第6節　7月30日（日）10:00

vs つくば国際大高校
※ﾘｰｸﾞ1位と2位のﾌﾟﾚｰｵﾌ勝者が昇格ﾄｰﾅﾒﾝﾄへ進出

写真：OSA 戦

茨城 FA 戦スターティングメンバー

OSA 戦スターティングメンバー

写真：U15 選手権 東小沢バンビーナ戦写真：バーベキュー集合写真 写真：バーベキューの様子

Y リーグ開幕しました！
２０１７年度新チーム始動

２０１７年度新チーム始動

茨城県 U-15 選手権
学園リーグ開幕&JY2年生に健闘

学園リーグ3部 第1節
●0ー5　vs FC和台　　　　 　
　

4
15

トレーニングマッチ
△1ー1　vs ｼﾞｭﾆｱﾕｰｽU14　　
　 　　

5
6

　社会人チームの筑波学園
都市サッカーリーグ （G リー
グ） が開幕しました。 今年も
昨年に引き続き、 3 部リーグ
を戦います。
　開幕戦は強豪 FC 和台に
0-5 で敗れました。 前半は
5 失点してしまいましたが、
後半からは若手が踏ん張り無失点に！次節の勝利を期待しましょう！
　5 月 6日には、トップチームホームゲームの前座試合としてジュニアユー
ス U14 に挑戦しました。 渡邉さんの先制ゴールを守り切り、 勝利かと思
われたが、 終了間際に空気の読めないコーチにゴールを奪われ 1-1 の
引き分けに終わりました。 息子と同年代や、 それよりも若い子たちとの試
合は良い刺激となりました。

ジュニアチームTSUKUBA FC 
          JUNIOR TEAM

今年度も F リーグスタート！
フューチャーリーグ 第1節
●1ー10　vs とりで倶楽部
●0ー12　vs 八原SSS　　　 
　　

4
29

　小学３， ４年生チーム
のリーグ戦 「フューチャー
リーグ」 （F リーグ） の最
初の試合が行われまし
た。
　普段の練習とは違う大き
なコートの試合ということで
不慣れな部分もあり、 とり
で倶楽部との試合は前半
で 0-7 とされてしまいま
す。 しかし、 後半はボー
ルをみんなで奪いに行き、
失点を減らすことに成
功！素晴らしいロングシュートも決まり、 成長の見られる試合となりました。
　2 試合目は強豪の八原 SSS と対戦し、 最後まで得点は奪えませんでし
たが、 試合終了までボールを奪いに行こうとする姿勢が素晴らしかったで
す。
　次回もたくさんの参加お待ちしています！

KANTO PRINCESS LEAGUE

9/3(日)
9/9(土)
9/17(日)
9/24(日)

HOME　vsヴェルフェたかはら那須
AWAY　vs東京２３FC
AWAY　vsVONDS市原FC
AWAY　vs横浜猛蹴

2位/10チーム

勝点12　得失点差+10

6位/6チーム

勝点1　得失点差-14

つくば FC トップチーム情報

ジョイフル本田つくばFCが好発進！6月は2大会連続3回目の全社出場をかけて、関東予選に臨む！


