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UU-1５-1５TEAMTEAM

　6月4日(日)にIFAリーグ(U-15)1部の第9節が行われまし
た。対戦相手の石岡アセンブルはクラブユース選手権で関
東大会出場が決まっている強豪ですが、後半戦の巻き返し
に向けて、負けることができない試合でした。福本監督は、

　IFAリーグ4部最終節
は、ホームのTフィール
ドで春日中学校と対戦
しました。勝利するこ
とができましたが、他
チームの結果により
リーグ2位となり、3部
昇格とはなりませんで
した。
　6月11日（日）には
U14選手権が開幕しま
した。グループリーグ
初戦の相手は、同じつ
くば市内で活動するト
ラウムSV。前半は0-0で
折り返しますが、後半
から出場した選手がミ
ドルシュートで先制点
を挙げると、サイド攻
撃から立て続けに2得
点。守備陣も集中を切
らさず完封し、3-0で勝利しました。
　まだ初戦が終わったばかりです。昨日の自分よりも一滴で
も多くの汗をグラウンドに落としていきながら、また次に進
んでいきます。

　U-13チームは6月末から開
幕するIFA(U-13)1部リーグに
向けて、トレーニング・トレー
ニングマッチを行っていま
す。
　トレーニングでは、基礎基
本を重点的に行い、サッカー
選手の土台作りに取り組んで
います。トレーニングマッチ

リーグ戦初勝利！

U13 チーム始動！U14 選手権初戦勝利！

IFAリーグ(U-15) 1部 第7節
●0ー4　vs FCジュネス　　
　 　　

5
20

IFAリーグ(U-15) 1部 第8節
●1ー4　vs 鹿島中学校　　

5
27

清水GOAL

IFAリーグ(U-15) 4部 第5節
〇2ー1　vs 春日中学校

4
16

国谷、中本GOAL

高橋

大関 榎木 要清水

佐藤

朝賀菅原 唐澤 藤澤

水品

門間

石津 相原 要榎木

水品

唐澤松崎 中本 藤澤

中島

U14選手権　GL第1節
〇3ー0　vs トラウムSV　　

3
18

平賀、松崎、水品GOAL

内藤×２GOAL

IFAリーグ(U-15) 1部 第9節
〇2ー0　vs 石岡アセンブル

6
4

UU-14-14TEAMTEAM UU-1３-1３TEAMTEAM

写真：U-15 石岡アセンブル戦

写真：U-14 選手権 トラウム SV 戦

vol.2　こんにちは！もう6月号ですね・・・暑くなってきま
したね。夏です。そう、読書の夏です。ということで、
家では本があふれかえっていて、2日に一冊くらいは
本を読んでいる武石コーチの好きな本を紹介します。朝の読書の時間に読んでみてくだ
さい！希望者は先着1名まで貸してあげます。そのかわり本を収納できる大きめの本棚を
プレゼントしてください(笑)
　サッカーの本も読みますが、今回は『星の王子さま』という本を紹介します。「聞いたこ
とがある！」という人も多いのではないかと思います。
　砂漠の真ん中に不時着した飛行士の前に、不思議な金髪の少年が現われます。この王子
様は、自分の住んでいた小惑星をある理由により去った後に、いくつもの星をめぐり、地
球に降り立ちます。王子様は、飛行士に巡った星々のエピソードを話していくという構成
で、王子様の話には、僕たち大人が忘れてしまっていそうな大切なことがいくつも散りば
められています。
　つくばFCでコーチを始めたときは18歳だった武石コーチも、もう21歳になり、前に進
むことを急ぎ過ぎてしまったり、大切なことを見失ってしまいそうなときがあります。そ
んなときに読んでいる一冊です。
　話はシンプルですが、読むたびに新しい発見があります。是非、読んでみてくださ
い！！

　今月は、つくばFCジュニアユースの黄
金世代と言われている5期生を中学1年
生で担当していた近藤俊輔さんにインタ
ビューしてきました！

Q.今は何をしているんですか？
「横浜・F・マリノス追浜校のスクールリー
ダーをしています。」

Q.ジュニアユース5期生からは3人のJ
リーガーが誕生しましたが、それぞれど

武石コーチの今月の言いたいこと！
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tsukuba fc academy レディースユース

TSUKUBA  F C  LAD I E S  YOUTH

深 澤  め い
F u k a z a w a  M e i

★レディースユース
　　　　　U15 キャプテン
★背番号 6 (U - 1 5 )
★中学 3 年生
★ポジション：DF
★つくば FC ガールズ出身の
　頼れるリーダーです！！

ジュニアユース
TSUKUBA FC JUNIOR YOUTH

中 本  潤 志
N a k a m o t o  H i r o s h i

Qこれまでの取り組みについて

　練習前に早く万博グラウンドに来て、
シュート練習などフォワードとして活躍
するための練習をしています。

Q自分のプレースタイルについて

　素早く動くことが苦手なので、早く空い
たスペースを見つけてポジションをとり、
ボールを前線でおさめて展開したり、味方の攻撃参加を待つこ
とで状況が詰まっている時に打開することが長所です。

Qこれからの自分の課題と目標

　足を速くして、足元だけではなく裏のスペースも突いていける
ようにする。

Q今シーズンの目標

　 3年生のチームに上がって1部に残留させること。そのために
フォワードとして得点をたくさん取れるようにする。

あの人は今？
つくばFC OB情報

のような選手でしたか？
「湯澤（京都サンガFC）は一言でいうとバ
カ(笑)。何を言っているのかわからな
い。あとは、よく裸足で遊んでいた。昨年
久々にプレーを見たが、ボールの扱い方
や持ち方、相手を抜くタイミングなどの
良さは中学1年生のころから持ってい
た。
　篠原（藤枝MYFC）は1つ上の学年でプ
レーしていたが、中学1年生の大会で起
用しなかったこともある。当時は上手で

近藤 俊輔 KONDO Syunsuke

　北海道出身。札幌開成高校から筑波大学に進学し、つ
くばFCスクールコーチやジュニアユースコーチを担当
した後、2007年から横浜・F・マリノスのスクールコーチ
を務める。
　趣味は読書。清水コーチのコーチです。
　
　

はあったものの、フィジカル的に勝る相手だと良さが発揮できないことが
あった。小学生のころからスクールで指導していたが、とにかくサッカー
小僧で、向上心が強かった。
　瀧澤（FC琉球）は途中からの加入だったので、あまり指導していないが、
頭がよく、技術も高かった印象がある。」

Q.つくばFCの一番の思い出は？
「”これ”というのは特にないが、長嶺さん（浦和レッズアシスタントコー
チ）、都丸さん（セレッソ大阪スカウト）、対馬さん（アルビレックス新潟
U12監督）、白石（湘南ベルマーレコーチ）、内田さん（つくばFCレディース
監督）など、今思えばそうそうたるメンバーの中で普段の活動、トレーニン
グ、ゲームなどの積み重ねが最も心に残っている。サッカー以外の話をし
なかったくらいサッカー漬けの毎日だった。」

Q.OBに向けて一言お願いします。
「みんな元気にやってますか？たまにはつくばFCに顔出せよ！」

Q.現役生に向けて
「つくばFCでサッカーをしていて、マイナスになることは絶対になくて、プ
ラスもしくは掛け算にもなる瞬間があるので、頑張ってください！」

ではザスパクサツ群馬、柏レ
イソルなど強豪チーム相手に
力試しをしています！
　まだまだ結果は出ません
が、このレベルに追いつき、追
い越すために引き続き熱く取
り組んでいきます！

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

GOAL

　　vs ザスパクサツ群馬
　　　　0－0/1－2/0－0/1－1 　　(30min×4 本 )

　　菊地、森本

6
3

　　vs 柏レイソル
　　　　0－1/0－6/0－4 　　(30min×3 本 )

6
10

PICK UP!

写真：柏レイソル戦

「色々なポジションを試してきて、ようやくフィットしてきた中
での試合」とコメント。各々がそのポジションで役割を全うし、一
生懸命なプレーをした結果、勝利に結びつけることができまし
た。選手たちはようやくリーグ戦初勝利を掴み、肩の荷が下りた
様子でした。
　福本監督コメント
「残留するためにはあと3勝が最低条件であり、できるだけ上位に
食い込むためには、全体的なプ
レーのレベルアップが必要。
チームの良さである賢く・考え
てプレーする部分を活かして
取り組んでいくので、応援よろ
しくお願いします！」

中学 2年生

←つくば FC ガール
ズ で も キ ャ プ テ ン
を務めました！
（下 か ら 2 番 目 の
ピ ー ス し て い る の
が深澤選手）



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

　茨城県少女サッカー大会 1 日目6
10 〇2-0 vs 古河なでしこ FC

〇7-1 vs 小美玉レディース

　茨城県少女サッカー大会 2 日目6
11 〇5-0 vs FC 石岡

〇2-1 vs 日立 FC ベラローツ

　茨城県少女サッカー大会 3 日目6
17 〇2-0 vs KASHIMA-LSC

〇2-1 vs 古河なでしこ FC

　5月28日(日)にIFA(U-18)リー
グ4部の初戦を迎えました。
　リーグ戦のグラウンドは普段練
習している人工芝のピッチでは
なく、土のグラウンドです。異な
る環境に苦労しながらも、前半
にショートカウンターから2得点を
奪うことに成功します。
　守備面では、サイドの攻防など
課題が残りましたが、GK中心に
ピンチをしのぎ切り、完封。試合
終盤にダメ押しゴールを奪い、
3-0で勝利しました。
　結果は完勝ですが、まだまだ
改善点は多く、勝ち点を落とす
結果でもおかしくない内容でし

　2017シーズンの茨城県女子サッカーリー
グが開幕しました。今年のレディースユース
は、中学１，２年生が「つくばFCレディース
ユース」として2部リーグを戦い、中学3年生
～高校3年生は「つくばFCレディースネクス
ト」としてトップチームコーチである飯塚真悟 　ジェフユナイテッド市原・千葉レディース

U18との試合が6月17日(土)にホーム・T
フィールドで行われました。
　守備をテーマに臨んだこの試合、前半はト
レーニングの成果もあり、1失点に抑えました
が、後半に入ると相手のテンポの上がったパ
ス回しに対応できず、6失点。0-7で敗れてし
まいましたが、一歩一歩チームは前に進んで
います。それを継続していきたいです。

　茨城県少女サッカー大会
で、 つくば FC ガールズが
見事優勝を飾りました！
　１次リーグ、 ２次リーグと
もに全勝のつくば FC ガール
ズは、 １次リーグで勝利し
ている古河なでしことの決
勝戦に臨み、 ２－１で勝利
しました。 攻撃では得点の
チャンスをたくさん作り、 守
備では相手のシュートを１
本に抑えての完勝！
　この結果、 ８月にひたち
なか市で行われる関東大会に出場を決めました。 関東大会でもいい成績
を残せるように頑張りましょう！おめでとうございます！！

県リーグ1部 第1節
●0ー3　vs KASHIMA-LSC

5
21

県リーグ1部 第2節
●0ー5　vs 茨城FA

6
18

県リーグ2部 第1節
〇6ー1　vs ベラローツ日立

6
4

大久保×２、伊橋、畠山×２、中村GOAL
GOAL 県リーグ2部 第2節

〇16ー0　vs大成女子高校
6

18

林、大久保、鈴木(そ)×２、
清水×２、伊橋×３、畠山×５、
OG×２

GOAL
GOAL

プリンセスリーグ 第8節
●0ー7　vs ジェフ千葉U18

6
17

鈴木GOAL

大久保

古谷 伊藤(み)鈴木(千)片岡

水野谷

武田飯岡 日比野 淀川

吉良

IFA リーグ 開幕戦快勝！

J ユース関東予選
　　　　　　組み合わせ決定

HOME　vs流通経済大学FC●3-1
●6-0
●2-0
●2-1
〇0-1
●3-1
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大和シルフィード〇0-1
△0-0
〇0-3
〇0-3
〇1-2
〇0-6

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

△1-1
△1-1
△3-3
〇0-1
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  （6/19現在）

関東サッカーリーグ1部  （6/19現在）

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

          SYAKAIJIN TEAM

写真：並木中等教育学校戦

IFA4部リーグ 第1節
〇3ー0　vs 並木中等教育学校
　　 　　

5
28

中根×２、大野GOAL

上野

堀江 長塚 平賀 (JY)鈴木

石田

増田

中村

坂本

大野

中根

並木中等戦スターティングメンバー

写真：茨城 FA 戦 写真：大成女子高校戦

茨城県大会優勝！茨城県女子リーグ１部 ・ ２部開幕！

久しぶりのプリンセスリーグ

ジュニアユースOBがゴール！！
学園リーグ3部 第2節
●1ー6　vs GS FC　　　 　　

6
3

園部GOAL

学園リーグ3部 第3節
●1ー2　vs 土木研　　　 　　

6
17

　社会人チームの筑波学園
都市サッカーリーグ （G リー
グ） 第２節、 第３節が行わ
れました。
　第２節では、 課題である立
ち上がりに連続失点 ... それで
も、 終盤には華麗な崩しから
PK を奪取。 これをジュニア
ユース１期生の鈴木選手が冷静に決め、 １点を返しました！
　第３節ではつくば FC レディースユース監督の小山コーチが参戦！ 「縦
パスが通るようになった！」 と G リーガーのお父さんたちから絶賛されてい
ました。 先制に成功しましたが、 後半に逆転されてしまい結果は残念な
がら１－２で敗戦でした。
　次節こそ、 連敗脱出を目指します！

ジュニアチームTSUKUBA FC 
          JUNIOR TEAM

練習試合で新たな経験を！！
フューチャーリーグ 第2節
●0ー7  　vs 古河JFC　　 　　

6
4

　今年度２回目のフュー
チャーリーグは、 強豪 ・
古河 JFC と対戦しました。
残念ながら敗れてしまい
ましたが、 連続して参加し
ている選手の上達がみられ
る試合となりました。
　また、 この日には東光台
SC も 合 流 し 練 習 試 合
(U12&U10) を行いました。
　６月１７日には１， ２年生
を対象に練習試合を行い
ました。 気温の高い一日でしたが、 それ以上に熱い試合が繰り広げられ
ました。 はじめは自分だけで攻撃していた選手も、 次第に協力プレーがで
きるようになり、 得点も生まれるようになりました！
　今後も練習試合を開催予定です！まだ参加したことのないスクール生の
参加も楽しみにしています！！

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15　得失点差+12

6位/6チーム

勝点4　得失点差-15

つくば FC トップチーム情報

つくばFCレディースは苦戦続く。ジョイフル本田つくばFCはリーグ上位対決へ！

茨城県 4 部リーグ日程
第1節　vs並木中等教育学校 〇3-0
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

J ユース関東 1 次予選日程
第1節　7月9日（日）

vs 杉並FC
第2節　7月16日（日）

vs 大森FC

※会場は全てTフィールド

第3節　8月6日（日）
vs GA FC

た。それでも連敗続きだったクラ
ブユース選手権から一転して、
チーム初勝利を掴むことができ
たことで、自信を取り戻せました。
　残り5試合を全勝で昇格トーナ
メントへコマを進めたいと思いま
す！

監督のもと、社会人の選手数名と共に1部
を戦います。
　6月18日（日）にひたちなか市総合運動
公園スポーツ広場で1部・2部同日開催と
なり、両チームともに公式戦を闘いました。

つくば FC レディースネクスト
つくば FC レディースユース

写真：練習試合 (U-8)

写真：フューチャーリーグ (U-10)

写真：練習試合 (U-12)


