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つくば FC会報誌

　今月は、つくばFCジュニアユースやユース
チームのコーチを2008年まで勤めていた氏平
祐人さんに教え子である小野レディースユー
スコーチがインタビューしてきました！

Q.今は何をされているのですか？
A.ファジアーノ岡山から出向でJリーグで働い
ています。

Q.ファジアーノ岡山ではどのような仕事をしていまし
たか？
A.強化部に所属していて、選手の管理やアウェイ遠
征の準備・調整などをしていました。

元ジュニアユース
           /ユースコーチ 氏平 裕人

Q.ファジアーノ岡山はチームづくりで無人島キャン
プを行うそうですが氏平さんは参加しましたか？
A.無人島キャンプには行きました。選手たちは魚
などを釣り上げて生活していましたが、自分はほと
んどお菓子だけで過ごし大変でした(笑)。

Qユースチームを担当していた時の印象はどうで
したか？
A.サッカーが大好きで、つくばFCのクラブが大好
きな選手たちでした。

Q.ジュニアユース7期生のU13時代を担当してい
た時の思い出はありますか？
A.赤坂コーチと共に、ピッチの中だけでなくピッチ
の外にも厳しく指導しました。特にひたちなかの夏
合宿では合宿中いろいろなことで怒った記憶があ

ります。
　また、つくばFCで最後の試合となったメトロポリ
タンリーグの最終節では、前半1対3でリードされ
ていましたが、後半に3得点して4対3の逆転勝
利をしたことが嬉しくもあり寂しくもあった思い出で
す。

氏平 裕人 UJIHIRA Yuto

【経歴】
2006～2007
2007～2008
2009～2010
2011～　

つくばFCユースコーチ
つくばFCジュニアユースコーチ
サガン鳥栖 U12コーチ
ファジアーノ岡山

　7期生U13の集合写真。氏平さんは左上。今回のインタビューは
小野コーチが担当しましたが、ジュニアユース原澤コーチの指導も
していました。みちかずコーチも写っていますよ！

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

UU-1５-1５TEAMTEAM

　1部リーグ残留に向けて負
けられない戦いが続くU15
チームは、9月23日に１つ上
の順位のジュネスとの一戦
を迎えました。直近2試合は
システムを4-3-3に変えて
おり、この日もボールを失わ
ずに前に運び、ゴールを狙う
姿勢が見られました。しか
し、立ち上がりにDFラインの
クリアミスから失点。ここ数
試合では粘り強い守りを見
せていたこともあり、チーム
全体で焦りが出てしまい、そ
の後は細かいパスミスが目
立ちました。さらに前半のう
ちにミスから2失点し、0-3で
前半を折り返します。
　流れを変えたい後半は選
手を3人入れ替えて反撃を試
みます。徐々にポゼッション
を高めてサイドからのチャ
ンスが増えてきたなかで、左
サイドの藤澤がドリブルで
相手を3人かわしてゴール。
その後、PKやクロスからの
チャンスがありましたが1-4
で敗戦となりました。
　１部残留という目標を成
し遂げることはできません
でしたが、試合を重ねるごと

　9月3日にホーム、セキ
ショウチャレンジスタジ
アムにて、U14クラブ選手
権のグループリーグ第4
節 八千代JFC戦を戦いま
した。
　前節出た課題を踏ま
え、こちらが主体的に攻
撃を組み立て、ゴールに
向かっていくことをゲー
ムプランとして試合に入
りました。試合序盤は相
手を敵陣に押し込むこと
ができましたが、最終ラ
インのリスク管理に課題
があり、何度かピンチに
なる場面を迎えました
が、GK中心に切り抜けます。相手を押し込んではいるものの、
なかなか最後のところを崩せずにいましたが、今節初めて起
用した選手がミドルシュートを決め、1-0で前半を折り返しま
す。ハーフタイムに攻守の切り替えと、状況に応じてサポート
を変えること、テンポよくボールを動かすことを確認すると、
後半はフレッシュなメンバーを投入しつつも、ほぼピンチな
く、3-0で勝利しました。
　夏休みを経て、成長している選手がたくさんいます。しか
し、目指しているのはより高い目標なので、満足することな
く、次に進んでいきます！
　さらにプレーの質を追求して、成長していきましょう！

2 部降格が決定 .....

高橋

菅原 大関 唐澤柴田

佐藤朝賀

藤澤

宮下

内藤

ﾊﾟﾄﾘｯｸ

栗島

榎木 相原 野尻村上

水品

森下藤澤 唐澤 平賀

中本

U14選手権　GL第4節
〇3ー0　vs 八千代JFC

9
3

森下、OG、藤澤GOAL

IFAリーグ(U-15) 1部 第16節
●1ー4　vs FCジュネス

9
23

IFAリーグ(U-15) 1部 第13節
●1ー8　vs FC古河

8
27

IFAリーグ(U-15) 1部 第14節
●1ー2　vs 日立JY

9
16

IFAリーグ(U-15) 1部 第15節
●0ー1　vs アイデンティみらい

9
18

UU-14-14TEAMTEAM

写真：IFA リーグ U-15FC ジュネス戦

FC ジュネス戦

トラウム SV 戦

写真：U-14 選手権 八千代 JFC 戦

苦しい戦いが続く…

植木

海老原 中島 都野武部

菊地

中村(夏)森本 花本 宮本

原口

IFA U13リーグ1部第4節
●0ー4　vs トラウムSV　

8
26

UU-1３-1３TEAMTEAM

写真：トラウム SV 戦

　U-13は8月22日から24日に波崎のオー
シャンフィールドで毎年参加している
INAGORI CUPに参加しました。前回の合宿
とは違い、多くの試合を通して自分たち
を鍛える合宿となりました。また、サッ
カー以外の部分においても学びの多い合
宿となりました。合宿から中1日を挟み8
月26日にIFA(U13)リーグ第4節 トラウム
SV戦に挑みました。
　合宿での反省を活かすべくウォーミン
グアップから高い気持ちを持って挑み、
試合もハイテンションでのぶつかり合い
となりましたが、その中で安定した技術
の発揮や冷静な判断をすることができず
敗れてしまいました。しかし、今までの公
式戦では力を出し切れず終わってしまっ
た試合が多かったですが、今回は今持て
る力を出した上での力負けだったように
思います。中学生活初の夏休みを経て、ま
だまだ課題(サッカー以外の部分でも)が
山積みですが、最後の最後で大きな学び

U14選手権無敗継続！

八千代 JFC 戦

トラウム SV

を得たと思います。
　実力はまだまだ足りていないのでコツ
コツ努力を重ねて、次こそは初勝利を掴
みたいと思います。

HOME　vs流通経済大学FC●3-1
●6-0
●2-0
●2-1
〇0-1
●3-1
△2-2

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

〇1-3
△1-1

HOME　vsVONDS市原FC
HOME　vs横浜猛蹴

●2-1
●1-0
●4-2
●1-0
●4-1

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 HOME　vs常盤木学園高校
〇0-3 AWAY　vs東FC十文字VENTUS
〇0-3 AWAY　vsノルディーア北海道
〇1-2 HOME　vs新潟医療福祉大学
〇0-6 HOME　vs常盤木学園高校
△1-1 AWAY　vsFC十文字VENTUS
△1-1 AWAY　vsノルディーア北海道

△3-3 HOME　vs新潟医療福祉大学
〇0-1 AWAY　vs大和シルフィード
〇0-2 HOME　vsFC十文字VENTUS
〇2-6 AWAY　vs常盤木学園高校
〇1-3 HOME　vsノルディーア北海道
〇0-3 AWAY　vs新潟医療福祉大学
●1-0 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

チャレンジリーグEAST チャレンジリーグ順位決定戦

関東サッカーリーグ1部

●3-1
●2-0
〇2-3
●5-0

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

〇0-4
〇0-1
〇0-3

AWAY　vsJFAアカデミー福島
AWAY　vsノルディーア北海道
HOME　vs福岡J・アンクラス

つくば FC トップチーム情報

VONDS市原に勝ち点１及ばずも、過去最高の２位でリーグ戦を終える。

ジョイフル本田つくばFC #11 池田晃太 選手
が関東サッカーリーグ1部 14得点を記録し、得
点王となりました！おめでとうございます！

順位決定戦は無念の３連敗で残留をかけて入れ替え戦に。

にボールを保持する時間や、
チャンスの回数は確実に増
えています。悔しい結果も今後
の糧にして、選手個人としても
チームとしても、さらに成長し
ていけるように取り組んでいき
たいと思います。
　これからも応援よろしくお願
いします！

順位
１

２
３
４
５
６
7

8

チーム名

VONDS 市原

ジョイフル本田つくば FC

2017 年 関東サッカーリーグ１部 順位表 (最終結果）

さいたま SC

東京２３FC

流通経済大学 FC

ヴェルフェたかはら那須

日立ビルシステム

TOKYO UNITED FC

勝点 勝 負分 差

27

41

30

27

24

24 7 3 8 -12

17 5 2 11 -16

9

横浜猛蹴

エリース FC東京

17 5 2 11 -16

10 6 1 3 14 -38

42 13

13

8

7

8

8 2100

673

756

1546

2632

2623

Topic!
KSL市原カップ グループリーグ
10月29日(日) 13:30KO　RKUフットボールフィールド

vs早稲田ユナイテッド
11月18日(土) 13:30KO　姉崎サッカー場

vsエスペランサSC
11月19日(日) 10:30KO　市原スポレクパークD

vs流通経済大学FC



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

　8月22日、23日に卜伝の郷運動公園で行わ
れたプリンセスリーグ集中開催に参加してきまし
た。
　8月22日はINAC多摩川と対戦しました。アン
カーを中心に攻撃を組み立てる相手に対して2
トップがうまく制限をかける守備ができました。得
点はフォワードの小西に加え、ディフェンスの伊

プリンセスリーグ 第9節　
〇2ー0　vs INAC多摩川ﾚｵﾈｯｻ

8
22

小西、伊藤GOAL

鈴木(杏)

金井 伊藤(み) 中川鈴木(千)

土屋

佐藤畠山 日比野 淀川

小西

INAC 多摩川戦スターティングメンバー

プリンセスリーグ 第10節　
●1ー10　vs 浦和レッズLY

8
23

小西GOAL

KANTO PRINCESS LEAGUE

　茨城県リーグ1部所属のつくばFCレディースネク
ストは、9月3日に第5節 鹿島学園高校戦に挑み
ました。この試合でも人数が揃わず10人での戦い
となりました。我慢強く守備をしながら得たコー
ナーキックから先制に成功します。後半に入って
も堅い守備で相手に得点を許しませんでしたが、
残り20分で耐えきれずに2失点し、逆転負けを喫
しました。
　この結果、レディースネクストは1部リーグは暫
定5位となり、下位リーグで残り2試合を戦うことと
なりました。1部残留を目指し、取り組んでいきま
しょう！

　茨城県リーグ2部所属のつくばFCレディースユー
スは、2部（全10チーム）の上位6チームで行われ
る上位リーグの初戦を9月3日に迎えました。
　前回の対戦で勝利している相手に対し、レディー
スユースチームが優位に試合を進め、6-0で完
勝。相手が10人ということもありましたが、大変満足
のいくゲームとなりました。こちらは2部優勝を目指し
て最終戦に挑みます！

茨城県リーグは折り返し 県2部 上位リーグ第1節　　
〇6ー0　vs ベラローツ日立

9
3

淀川、大久保×２、伊橋、金井、鈴木(そ)GOAL

山崎

尾澤(南) 金井 前田鈴木(千)

大久保

佐藤鈴木(そ) 中川 淀川

清水

ベラローツ日立戦スターティングメンバー

県リーグ1部 第5節　
●1ー2　vs 鹿島学園高校

9
3

小西GOAL 写真：ベラローツ日立戦

今シーズン初勝利！ 写真：INAC 多摩川戦

藤がインターセプトからそのまま駆け上がりワン
ツーからゴールを奪いました。得点後も集中して
プレーができ無失点で今シーズンのプリンセス
リーグ初勝利を掴みました。
　8月23日は浦和レッズレディースユースと対戦
しました。日本トップレベルの浦和レッズを相手
に守備の方針を若干変更して臨みましたが、そ

の守備網をうまくかいくぐられて前半だけで6失点。
後半は普段の形に戻しました。すると後半早々に
中央を抜け出した小西にスルーパスが通り得点を
奪います。後半も4失点を重ねてしまいましたが、
昨年よりも相手との差を縮めることができていると
感じるゲームとなりました。

TSUKUBA FC
                YOUTHつくば FC ユース

　つくばFCユースは9月には公式戦が無かったため、
つくばFCネクストの社会人リーグに合流しました。
　これまでは試合に出るためのいわゆるポジション争
いがありませんでしたが、ネクストの試合でベンチ入
りする枠は限られているため、トレーニングのところか
ら意識の変化が見られました。また、試合当日は
サッカーに関すること以外にも、ベンチで何ができる
のか、ベンチ外の選手はチームのために何ができる

社会人リーグに参戦！

写真：亀陵クラブマーベラス戦

中島

池津
→堀江

森田 古沢小杉

小泉

小久保
→長塚

中根
→堀内 吉田

→坂本

野間田
→増田

藤井

社会人リーグ2部第9節
〇4ー0　vs 亀陵クラブ

9
10

藤井×２、堀内、長塚GOAL

社会人リーグ2部第8節
△2ー2　vs お達者クラブ

9
3

野間田、吉田GOAL

社会人リーグ2部第10節
〇3ー0　vs ｽﾎﾟﾙﾃｨｰﾊﾞつくば

9
24

藤井×２、厚木GOAL

のか、そういったことがネクストの選手から学ぶことが
できました。
　直近3試合では、全試合で1人が先発し、延べ11
人が途中出場しました。第10節ではユース選手の
得点もあり、活躍が見られました。
　10月からはKCYリーグが行われます。まずは1勝、
そしてグループリーグ突破を目指して取り組んでいき
ます！

↓ユースチームのキャプテンが 3 戦連続でスタメン出場！

※ユース選手は赤字表記

　つくばFCガールズチームは、８月２６
日、２７日に８都県少女サッカーフェ
スティバルに参加してきました。この
大会は８都県のそれぞれの都県大会
で成績上位だったチームが参加し、６
つのグループに分かれてそのグルー
プ内で順位を競います。
　大会初戦は東京都のわかみやミス
トラルに０－０の引き分けでした。チャ
ンスは作るものの決めきることができ
ませんでした。しかし、その後の２試合
を快勝して２日目につなぐことができ

つくば FC ガールズ TSUKUBA FC GIRLS

8 都県少女サッカーフェスティバル優勝！

　８都県少女サッカーフェスティバル１日目8
26 △０-０ vs わかみやミストラル (東京 )

〇４-２ vs 熊谷リリーズ (埼玉 )
〇７-０ vs 足利なでしこ SC( 栃木 )

　８都県少女サッカーフェスティバル２日目8
27 〇９-０ vs 韮崎 SC ガールズ (山梨 )

△０-０ vs AC 等々力マーメイド (神奈川 )

～大会結果～

ました。
　２日目の初戦は韮崎SCガールズに
9-0と大勝！このまま勢いに乗って連
勝とはなりませんでしたが、得失点差
でわかやまミストラルを上回り、見事
優勝することができました！
　つくばFCガールズはこの大会を初優
勝。今年は県大会に続き２冠目となり
ました。
　この快進撃をYリーグ（県リーグ）と秋
の県大会や関東大会でも続けられる
ように練習していきましょう！(^^♪

社会人チーム TSUKUBA FC  SYAKAIJIN TEAM
学園リーグ4部降格危機!?!?

GOAL

学園リーグ3部 第4節
●0ー6　vs トーベン　　 　　

9
16

オウンゴールGOAL

学園リーグ3部 第5節
△1ー1　vs アステラスB　　 
　　

9
30

　９月に筑波学園リーグの第４節と５節が行われ
ました。 第４節はトーベンと対戦し、 0-6 で敗れ
てしましました。
　３０日に行われたアステラス B 戦では連敗こそ
ストップしたものの、 １－１の引き分けに終わりまし
た。 来年のリーグ編成によっては４部降格の可
能性も出てきてしまいました ・ ・ ・ 。
　夏が終わり、 だんだん気温も低くなってきたの
で、ケガに気を付けて練習に取り組みましょう！！

ジュニアチーム TSUKUBA FC JUNIOR TEAM
新しい人工芝ピッチで大会に参加しました！ つくばアウルライオンズクラブカップ

～予選リーグ～
　〇5ー0  　vs 大穂東FC
　〇5ー0  　vs 手代木SC
～１位リーグ～　
　●0ー2  　vs 古河JSC
　●2ー3  　vs 谷田部FC　 　

9
16

　普段は違う会場でスクールに参加している子ども達が、
この日限りのチームとなり、「つくばFC」として大会に参加
してきました！
　大会は９チームが３つのグループに分かれて予選リー
グを戦いました。予選リーグの２試合はともに５得点の圧
勝。優勝をかけた１位リーグに進出することができました
が、１位リーグでは２試合とも僅差で敗れて全体の３位と

いう結果になりました。
　目標とした優勝は達成できませんでし
たが、このような大会に参加できたことは
子ども達にとって良い経験になったかと
思います。
　普段のスクールや練習試合では味わえ
ない、予選リーグ突破の喜び、負ければ
目の前で相手チームの優勝が決まるとい
う状況での緊張感、連戦の疲労感、勝ち
たいけど上手くいかなかった悔しさ…。
　試合の合間に勝利を目指して、みんな
で話し合い、練習を行ったこと。
　対戦相手の試合を見て、どうやったら
勝てるか考えたこと。
　子ども達には初めて経験することが
多々あったかと思います。
　それらの経験を糧に、これからのみん
なの成長を期待しています！！


