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つくば FC会報誌

PICK UP PLAYERtsukuba fc academy 質問項目
①学年 ②ポジション ③得意なプレー ④好きなサッカー
選手 ⑤各担当コーチの質問 ⑥選手から一言！

①高校２年生 
②ボランチ
③水をかけられること
④メッシ 
⑤新たに背番号１０になった感想は？
 　「とても荷が重い」 
⑥みんな仲良くしてください。

石 田  一 真 I s h i d a
　　  K a z u m aU - 1 8

①中学３年生　　　
②ディフェンダー、フォワード
③ヘディング
④谷口彰悟（川崎フロンターレ）
⑤好きな芸能人は？
 　「ＡＡＡの曲を聞くこと。」 
⑥選手権悔いのないように頑張ります。
　応援よろしくお願いします！

金 井  綾 音      K a n a i
　　     A y a n eL Y

①中学３年生 
②ゴールキーパー
③ロングフィードからのチャンスメイク
④ノイアー
⑤チャンピオンズリーグの優勝予想は？
 　「ＡＳローマ」 
⑥セービングを上手くなります！

栗 島  歩 暉 K u r i s h i m a
　　   I b u k iU - 1 5

①中学２年生 
②ディフェンス
③正確なキック (右足 )
④セルヒオ・ラモス
⑤チャンピオンズリーグの優勝予想は？
 　「レアルマドリード」 
⑥ＩＦＡリーグ全勝します！

佐 藤  瑠 威U - 1 4

ASSIST
つくば FC 会報誌―アシスト―

つくばＦＣジュニアユースJY

　U-15チームは春休みに大原研修大会
と波崎での春合宿を通して多くの練習試
合を行い、4月を迎えました。最高学年と
して最初の公式戦となったクラブユース
選手権では1回戦6-0、2回戦7-3と大勝し
3年ぶりの関東大会出場まであと1勝の所
まできました。春休みからの多くの試合

栗島

要 榎木 平賀中尾

相原

野尻藤澤 唐沢 中本

水品

クラブユース選手権予選１回戦
〇6-0　vs REGAS

4
7

相原、藤澤×３、平賀、中尾GOAL

栗島

要 榎木 中尾平賀

相原

野尻藤澤 唐沢 中本

水品

クラブユース選手権予選2回戦
〇7-3　vs DO SC

4
15

藤澤×４、中本、中島(大)×２GOAL

合宿でレベルアップ！

　U14チームは昨年に引き続き、グンマチ
ャレンジに参加してきました。全国から強
豪チームが出揃う大会で、今年も川崎フロ
ンターレや浦和レッズなど、全94チーム
が参加しました。この合宿では強豪相手に
どれだけ通用するのか、今まで取り組んで
きた相手を観て判断することや、連動して
ボールを奪いにいくことにトライしまし
た。攻撃においては、主導権を握ることは
なかなか難しかったのですが、素早い切り
替えからカウンターを仕掛けて点数を奪
う形が多く観られました。守備において
は、前線からハイプレッシャーをかけ続け
て、前向きでボールを奪うことが多く観ら
れました。
　結果的には昨年を上回りましたが、同時
に課題も残りました。
　4月からは、スピードが上がったなかで
の技術や、相手だけでなく見方の動きも観
てボールに関われるように取り組んでい
きたいと思います！

　4月1日から始動したU-13チームは今年で
17期生になります。4月3日には清水公園でア
イスブレイクを行い仲間とも打ち解け徐々に
つくばFCジュニアユースに馴染んでいってい
ます。ここから3年間で自分の目標(なりたい
選手像、高校の進路や自分の夢)を達成できる
ように日々の練習や試合などに取り組んでい
って欲しいです。3年後の彼らの成長が楽しみ
です！

クラブユース選手権関東大会出場に王手！

U-15 TEAM

U-14 TEAM U-13 TEAM

群馬チャレンジカップ（グループリーグ）
第１節 〇2-1 vs 藤岡キッカーズ

第２節 △1-1 vs 1FC川越水上公園

３/２７

菊地、櫻井

吉本

群馬チャレンジカップ（順位トーナメント）
１回戦 〇4-0 vs 武南ジュニアユース

２回戦 〇4-2 vs FCあきた

３/２９

中島×２、櫻井、菊地

櫻井、吉本、中島、菊地

群馬チャレンジカップ（順位トーナメント）
３回戦 ●1-1(PK2-3) vs レジェンド熊谷

４回戦 〇3-0 vs Uスポーツ

３/３０

古木

菊地×２、原口

群馬チャレンジカップ（グループリーグ）
第３節 ●1-3 vs ブリオベッカ浦安

第４節 △2-2 vs 京都Jマルカ

３/２８

原口

中島×２

第５節 ●1-3 vs ヴァンフォーレ甲府
吉本

写真：ＤＯ ＳＣ戦

で選手達は成長し続けたことで関東大会
出場、そしてその後の関東大会でも活躍
が期待できそうです。これから決定戦ま
での間より一層トレーニング、練習試合
に励み関東大会出場を掴みその先のス
テージでも結果を残していきたいです！

トレーニングマッチ レポート
TRAINING MATCH　REPORT

Training Match　vs FC CASA
(0-2,0-0,3-0,1-1,2-0,0-0)

4
8

国谷、加藤×２、小池、村山、大関GOAL

新Ｕ１３チームが始動しました！

つくばＦＣガールズG 社会人チームSh

　4月2日(月)に駒沢オリンピック公園で行われたダノンネーションズカップ
２日目に参加してきました。
　残念ながら、この大会で勝利することはできませんでした。課題として、
攻撃面で周りの選手のサポートの動き（サイドに広がる、DFが後ろに下
がって相手と離れるなど）が相手より遅くなったこととして挙げられます。そ
のためパスが繋がらず、低い位置でボールを失い、簡単に失点しまうこと
が多かった印象です。一方
で、守備面では球際の粘り
やチャレンジ＆カバーな
ど、良いプレーが随所に見
られました！
　試合でできなかったことを
日頃の練習で取り組み、次
の試合ではできることが増
やせるように頑張っていき
ましょう！

　昨年は1勝もできなかった筑波学園都市リーグ(通称：Ｇリーグ)が開幕しま
した。緊張やボコボコのグラウンドに苦戦した前半を受け、ハーフタイムで以
下のことを整理しました。①相手を見て自分のプレーエリアを広く確保してお
くこと。②攻撃の優先順
位。③相手がうまく守れて
いない場所(今回はDFとMF
の間、サイド)を利用する。
　後半は相手の足が止まっ
たことや新メンバーの活躍、
長く在籍しているメンバーの
サポート等もあり、無失点で
4部降格からスタートとなる
大事な初戦を勝利すること
ができました！
　この勢いで無失点優勝で
きるよ う 、頑張 り ま し ょ
う！！

ダノンネーションズカップに参加しました Ｇリーグ２０１８ 遂に開幕！！！

筑波学園都市リーグ4部第1節
〇6-0　vs NTT-AS

4
14

門、柳橋、平岡(航)、前田×２、森川GOAL

良太な

　良太なカージーコーナーをご覧の皆
様、こんにちは。４月２０日で三十路に
なりました。なかじコーチです。
　今回は、題名の通り、サッカーが与え
てくれる人との出会いについて、語りた
いと思います。
　私はつくばにある茎崎という地で生
まれたということは、第1回の「なカー
ジーコーナー」でもお伝えしましたが、
そんな私、サッカーに関わる仕事（つく
ばFCのコーチ）をしていて良かったな
と、30歳になりつくづく思いました。そ
れは、サッカーの小学校巡回指導（ゲス
トティーチャー）での出来事です。とあ

る小学校に行くと、その小学校には、ふ
と見たことある人がおふたりおりまし
た。。。実はその二人というのは、私の中
学時代のサッカー部の顧問でした。1人
は中学2年生まで、もう1人は、中学3年
生時の顧問の先生でした。ちなみに、中
学2年までの先生は、校長先生をお勤め
されておりました。もし、これが他の業
種に私が勤めていたらこうやって再び
会うことはできなかったのではないか
と思っております。
　そしてさらに、びっくりしたことがあ
りました。つくばFCのスクールに通っ
ていただいている、とあるお母さんから

のカミングアウトでした。「父が昔、なか
じコーチのいた茎崎第二小学校の校長
先生だったんです。」これを聞いた中島
はびっくりでした。びっくりはこれだけ
ではありません。僕のいた茎崎中学校の
校長先生のご兄弟が、茎崎第二小学校の
校長先生だと言うことも判明。。。
　繋がるもんですねーー。
　色々と、人との出会いに衝撃をうけた
今日この頃でした。

S a t o
　  R u i



つくばＦＣレディースユースLY

つくばＦＣユースY

　４月３日～４月５日でＵ１８マーメイド杯に
参加しました。
　２０１７年度の最後の試合として中学生
が中心のメンバーで３日間高校生相手に
戦い抜きました。 特に３日目の２試合目
では大会の最後で疲労が溜まった中でも
ゴール前に迫力をもって入っていくことがで
き、 ゴールを奪うことができました。

マーメイド杯(U18)１日目
第１節　●2-4　vs 幕張総合高校

第２節　〇5-1　vs 幕張総合高校

４/３

武田、三好

佐藤×３、長戸、土谷

マーメイド杯(U18)２日目
第１節　△3-3　vs 幕張総合高校

第２節　〇3-0　vs 宇都宮中央女子高校

４/４

土谷、金井、清水

土谷、鈴木千、オウンゴール

マーメイド杯(U18)３日目
第１節　〇3-1　vs 幕張総合高校

第２節　△1-1　vs 入間向陽高校

４/５

畠山×2、長戸

オウンゴール

　つくばＦＣユースは４月１日から５日にかけ
て行われたつくば市長杯に参加しました。
　目標は優勝と、意気込んで臨んだ大会で
したが、初戦でFCバルツォに敗れてしまいま
した。２０分ハーフという特殊な試合形式の
中、１つのミスが試合結果を大きく左右して
しまいます。力負けしたわけではないだけに
非常に悔いの残る試合となりました。続く２
戦目では、いつもと異なるシステム・守備戦
術を試し、結果にはつながらなかったもの
の、今後の戦い方に幅を広げることができた
試合でした。
　２日目の初戦は危なげない試合で勝利し
ましたが、並木中等との試合ではチャンスを
作り続けるものの、得点を奪えず。逆に相手
にはチャンスをきっちり決められて前半は０
－２。しかし、後半に奮起し、意地で２－２の
引き分けに持ち込みました。
　最終日の竹園高校戦では、既に優勝の
可能性が残っていなかったものの、この大
会で一番良いゲームで、結果もついてきま
した。
　ユースチームの弱点は「うまくいかない状
況になったときに継続性がない」ことです。

　４月１５日(日)に筑波学院大学T
フィールドで開催された池上カップ
に参加してきました！
　サカイクさん主催のこの大会は、
池上正さんによるサッカー指導と
子どもたちだけで試合を行うという
ユニークなものです。
　試合の前には、お悩み相談タイ
ムを設け、保護者やコーチたちの
質問や相談に対し池上さんからア
ドバイスをいただきました。そこで
は、サッカーのみならず日常生活
についてもお話がありました。

つくば市長杯 第１節
●1-３　vs FCバルツォ

4
1

増田

つくば市長杯 第２節
△1-１　vs 茗溪学園高校

4
1

鈴木

つくば市長杯 第３節
〇２-０　vs つくば秀英高校

4
3

鈴木、大野

つくば市長杯 第４節
△２-２　vs 並木中等教育学校

4
3

大野、鈴木

平賀

堀江 長塚 君嶋増田

坂本永木
佐藤

石田

大野

鈴木

つくば市長杯 第５節
〇3-0　vs 竹園高校

4
5

坂本×２、大野GOAL

つくばＦＣスクールSc

写真：竹園高校戦

WIN   　vsヴェルフェたかはら那須●４－０
△２－２
●２－０
4/28(土)
5/6(日)
5/20(日)

6/23(土)
DRAW　vs東京２３FC
WIN   　vsさいたまSC
AWAY　vsVONDS市原FC
AWAY　vs栃木ウーヴァFC
AWAY　vsTOKYO UNITED FC

AWAY　vs横浜猛蹴
6/30(土)
7/8(日)
7/15(日)
7/21(土)
7/28(土)

8/4(土)
8/26(日)HOME　vsブリオベッカ浦安

HOME　vs流通経済大学FC
AWAY　vsヴェルフェたかはら那須
AWAY　vs東京２３FC
AWAY　vsさいたまSC

HOME　vsVONDS市原FC
HOME　vs栃木ウーヴァFC

LOSE 　vs常盤木学園高校〇０－４
●３－１ WIN   　vsFC十文字VENTUS
4/29(日) HOME　vsノルディーア北海道
5/3(木) AWAY　vs新潟医療福祉大学
5/6(日) HOME　vs大和シルフィード
5/13(日) AWAY　vsFC十文字VENTUS

5/19(土) HOME　vsノルディーア北海道
5/27(日) AWAY　vs新潟医療福祉大学
6/3(日) HOME　vs大和シルフィード
6/10(日) AWAY　vs常盤木学園高校
6/17(日) AWAY　vsノルディーア北海道
6/23(土) HOME　vsFC十文字VENTUS

6/30(土) HOME　vs新潟医療福祉大学
7/8(日) AWAY　vs大和シルフィード
7/15(日) HOME　vs常盤木学園高校

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

関東サッカーリーグ1部

第98回全日本サッカー選手権大会茨城県代表決定戦２回戦

9/1(土)
9/8(土)
9/17(月)
9/23(日)

HOME　vsTOKYO UNITED FC
HOME　vs横浜猛蹴
AWAY　vsブリオベッカ浦安
AWAY　vs流通経済大学FC

つくば FC トップチーム情報

Ｕ１８マーメイド杯に参加しました

写真：マーメイドカップ

池上カップ（Ｕ-10）が行われました！

地獄の関東リーグ開幕！ジョイフル本田つくばＦＣは２勝１分の好スタートに成功！

第２節で今シーズン初勝利をＧＥＴ！この勢いに乗って上位進出を目指す。

つくば市長杯は悔しい準優勝

第１０回つくば市長杯結果
優勝　竹園高校

２位　つくばＦＣ

３位　並木中等教育学校

４位　茗溪学園高校

５位　ＦＣバルツォ

６位　つくば秀英高校

クラブユース選手権日程決定

４月２１日（土）
　　　vs ＦＣバルツォ （茨城）

４月２９日（日）
　　　vs Ｒｉｏ ＦＣ （東京）

４月３０日（月）
　　　vs 東京２３ＦＣ （東京）

５月３日（水）
　　　vs 水戸ホーリーホック （茨城）

５月６日（日）
　　　vs ブリオベッカ浦安 （千葉）

６チーム総当たり戦で上位３チームがノッ
クアウトステージに進出です。応援よろしく
お願いします！

トレーニングマッチ レポート
TRAINING MATCH　REPORT

自分たちの実力を出せば勝てるゲームで
も、ちょっとしたミスで先制されると、途端に
チームが機能しなくなることがあります。
　サッカーは技術はもちろんですが、それと
同じくらい自分自身をコントロールすること
も重要となってきます。この教訓を活かし、
クラブユース選手権と県リーグで上位進出
できるように取り組んでいきましょう！

Training Match
7-0,8-0,0-0 vs 桜川クローレ

4
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金井×４、和田×４、大久保×３、
畠山×２、中川、水野谷

Training Match
〇3-0  vs 佐久長聖高校

4
15

畠山×2,大久保

Training Match
●0-5  vs 茨城ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｱｶﾃﾞﾐｰ

4
15

新中学１年生も合流しました！

　試合では、コーチはベンチに入ら
ず、本部席から池上さんと一緒に
ディスカッションしながら見守りまし
た。子どもたちはコーチがいなくて
も、自分たちで試合のメンバーやポ
ジションを決めて、主体的に試合に
取り組んでいました。
　試合で自分たちが主体的に行動
しなければならない環境を通して、
子どもたちの成長を感じられた１日
になりました！
　あいにくの雨の中、たくさんのご参
加ありがとうございました！

小笠原

三森 山崎 堀之内

冷岡 中里

三角

諸井

深澤

齊藤

今井

天皇杯予選準決勝
〇2-3　vs 筑波大学

4
11

今井、齊藤GOAL

　４月１１日 （水） に天皇杯の茨
城県予選準決勝で筑波大蹴球
部とのつくばダービーが実現しまし
た。
　昨年の天皇杯で旋風を巻き起
こした筑波大学相手に、 ジョイフ

ル本田つくばＦＣが今井のゴール
で先制に成功！その後同点にさ
れますが、 再び齊藤のゴールで
ジョイフルが勝ち越し！前半を２
－１で折り返しました。
　後半に入っても激しい攻防が繰

り広げられましたが、 終盤に筑波
大学に逆転を許し２－３で敗れま
した。
　結果は残念でしたが、 リーグで
の躍進に期待です！たくさんの応
援ありがとうございました！！


