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ASSIST
つくば FC 会報誌―アシスト―

つくばＦＣスクールSc
たくさん

7月25日～27日 U-8夏合宿

8月9日～11日 U-10,12夏合宿

アサレン

オボンレン

サッカー以外にも朝の
散歩や海での活動も行
いました♪

3日間、サッカーや共同生活を楽しみまし
た！合宿でコーチや仲間から学んだこと
を覚えていますか？(笑)

夏休みでも規則
正しい生活がで
きました！

練習後、寺子屋で
勉強する子ども
達もいました！

お盆の時期も、
サッカー好き
の子どもたち
が集まり練習
しました！U6
クラスではお
父さんお母さ
んとの試合が
白 熱 し ま し
た！

WIN   　vsヴェルフェたかはら那須●４－０
△２－２
●２－０
〇２－８
〇０－３
●３－１

●１－０
DRAW　vs東京２３FC
WIN   　vsさいたまSC
LOSE 　vsVONDS市原FC
LOSE 　vs栃木ウーヴァFC
WIN   　vsTOKYO UNITED FC

WIN   　vs横浜猛蹴
〇０－１
〇１－３
〇２－３
●３－１
9/12(水)

〇２－３LOSE 　vsブリオベッカ浦安
LOSE 　vs流通経済大学FC
LOSE 　vsヴェルフェたかはら那須
WIN   　vs東京２３FC
AWAY　vsさいたまSC

DRAW　vsVONDS市原FC
LOSE 　vs栃木ウーヴァFC

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 プレーオフ 9-12位順位決定戦

関東サッカーリーグ1部

〇１－５
9/8(土)
9/17(月)
9/23(日)

LOSE 　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

〇０－１ LOSE 　vsC大阪堺ガールズ 9/8(土) HOME　vs常盤木学園高校 9/15(土) AWAY　vsコノミヤ・スペランツァ大阪高槻

つくば FC トップチーム情報

首位の栃木ウーヴァFCとの激闘の末、惜しくも敗れる・・・

△２－２

残留をかけた順位決定プレーオフの初戦は、セレッソ大阪堺ガールズに惜敗。

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1年生　　　
②センターバック
③ダブルタッチ
④パウロ·ディバラ
⑤マイブームは？
 　「好きなアーティストのライブ映像を見ること」 
⑥勉強との両立頑張ります！

古 谷  真 愛      F u r u y a
　　      M a a iL Y

①中学2年生 
②ミッドフィルダー、ディフェンス
③カットインからのシュート
④マルセロ
⑤似ている芸能人は？
 　「嵐の櫻井翔」 
⑥U14選手権で必ず点をとって試合に勝ちます！

櫻 井 　 翔 S a k u r a i
　　   S h oU - 1 4

①中学3年生 
②サイドバック
③オーバーラップからの攻撃参加
④マルセロ
⑤高校での目標
 　「文武両道して選手権に出場」 
⑥つくばFCでの残り少ない時間を有意義にして
　いきたいです！

橋 本  陽 向 H a s h i m o t o
　　   H i n a t aU - 1 5

①中学1年生 
②ミッドフィルダー
③運動量
④ベッカム
⑤合宿を振り返って
 　「お腹パンパンになった」 
⑥夏休みの宿題頑張ります。

塙  修 駆 H a n a w a
　    S y u k uU - 1 3

　こんにちは！最近、大きな魚を釣り上
げることに成功したなかじコーチです！
　８かいめは、なかじコーチも帯同した
スクールの合宿（白馬合宿）についてお話
したいと思います。
　今回の白馬合宿では特定のチームを担
当することはありませんでしたが、いろ
いろなチームの試合や活動などを観て、
少しづつみんなの顔が良い顔になってい
くのを感じていました。選手はみんなバ
ラバラな特徴ですが、そんな子たちが
ピッチに立つと、我々が想像つかないプ
レーで、見ていて楽しいサッカーをして
くれました。ピッチで一生懸命プレーし
たこと、ピッチ外でも周りを観て、自分で
考えて行動したこと、あるいは仲間と喧

嘩をしたり、迷惑をかけたりしたことも
あったかもしれませんが、そのような経
験をどう活かしていくのか、ここからま
た普段の生活の中で、真価が問われるの
だと思います。また会える日を楽しみに
しています。
　この合宿を通して、みんなが『じりつ』
していくきっかけを創ることができたの
ではないかと思います。
　『じりつ』とは、自分のことはできるだ
けじぶんでやること、そして、周りを観て
自分をうまくコントロールして行動する
ということだと思います。
　これからは、サッカーはもちろんのこ
と、サッカー以外のいろんなところで、み
んなが活躍し、大人になって行くことを

良太な

期待します。
　そして、次会う時、たくましくなったみ
んなに会えることを楽しみにしていま
す！
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つくばＦＣジュニアユースJY
U-15 TEAM

いです。
　この合宿での良い面悪い面をしっか
りと振り返り今後の生活に生かしてい
きましょう！

　U15チームは8月4日から7日まで強化
合宿として群馬県昭和村のJwingsでの
トラジカップに参加してきました。
　猛暑の影響で8月の公式戦が無くなっ
た選手達には高校生も参加するトラジ
カップは丁度いい力試しになったと思
います。サッカー面ではここしばらく練
習で取り組んできた守備が上手く機能
し、高校生相手でも粘り強く守ることが
でき、攻撃では前からくる相手に対して
もボール繋いでゴールに迫る場面を多
く作ることが出来ました。攻守どちらの
面でも試合を重ねる毎に良くなり内容
に結果が伴い準優勝という形で合宿を
締めくくることが出来ました！
　サッカー以外の部分では、食事や時間
の管理、合宿所での過ごし方など、こち
らから何も言わずにしっかり過ごして
くれました。ただ、最後の最後で一部の
選手がルールを破ってしまいすべての
面で良かった合宿が崩れてしまいまし
た。数名のせいでチーム全体に悪影響が
出てしまうことはこれからの中学、高校
生活でも忘れずに過ごしていってほし

唐澤×２、松澤、榎木、藤沢、
相原、原口

トラジCUP予選リーグ
○2-0 vs 敬愛学園高校
△1-1 vs 和光ユナイテッド
○3-2 vs FCプラウド
●1-3 vs 東海大高輪台高校

８月

４日
～
６日

榎木×２、大陸×２、松本、中本
オリベイラ、橋本、森下

トラジCUP2ndリーグ
○3-1 vs 和光ユナイテッド
△2-2 vs GEO-X
●2-4 vs FC稲毛
●1-2 vs FCプラウド
○1-0 vs 東京久留米FC

８月

４日
～
６日

藤沢×２、相原、ＯＧ

トラジCUP準決勝
○4-1 vs かえつ有明高校

８月

６日

トラジCUP決勝
●0-4 vs 東海大高輪台高校

８月

７日

トラジCUP 練習試合
●0-2 vs かえつ有明高校
●1-2 vs 東京久留米FC

８月

７日

トラジＣＵＰ

　7月30日から8月2日まで群馬県の昭和
村へ強化合宿をしてきました。合宿では主
に組織的な守備をテーマに練習を行いま
した。その結果、少しずつ味方と協力して
守れるようになりました。また、この合宿
では、サッカー面だけでなく生活面での成
長が目立ちました。当たり前のことを当た
り前にできるようにチーム内で指摘しあ
いながら過ごしていました。道具の管理や
挨拶、マナーなどは自信をもてるように
なってきたと思います！
　8月15日～17日は波崎で行われた
INAGORI CUPに参加してきました。結果は
18チーム中、5位でした。昨年は最下位
だっただけに、躍進したと思います。内容
としては、守備では連動してボールを奪う
回数が増え、良い形で攻撃に繋げることが
できていました。課題として残ったのは、

「シュートを決めること」と、「ボールを失
わずに前に進むこと」です。シュートを決
めることは、個人で取り組むことができま
すが、ボールを失わずに前に進むことに関

U-14 TEAM

INAGORI CUP
予選リーグ
●0-2　vs 修徳中学校
○11-0 vs パルセイロ
決勝リーグ
○3-1 vs FC厚木DOREAMS
●1-4 vs 成田SC
●0-4 vs 横須賀シーガルズ
5位決定戦
○2-1 vs 新潟エボルブ

８月

１５日
～

１７日

櫻井×２、吉本、菊地、小野寺

Ｇリーグ
○5-1　vs カリオカ

８月

１２日

菊池×４、原口×３、倉谷×３、櫻井×３、堀越×２、宮本、中島

しては、チームでどのようにボールを運
ぶのかであったり、個人個人が何を観て
どのようにプレーするかが重要なので、
チームでのトレーニングを行いながら
改善していたいと思います。
　夏休みが明けたら、U14選手権が始ま

ります。みんなで良い結果を残していけ
るように頑張りたいと思います！

　U13チームは夏休み早々に群馬県昭和
村のJwingsで4日間の強化合宿を行いま
した。合宿では、練習や試合の時間しか関
わりのない選手達の私生活が垣間見れる
貴重な機会です。
　初日はチームの荷物の管理や食事に対
する意識、時間の管理などできず、良くな
い部分が目に付きました。選手達はサッ

U-13 TEAM

高橋×２、高根

Training Match
○3-2 vs かえつ 

７月

３１日

松田

Training Match
●1-3 vs プラウド 

７月

３１日

藤縄、高橋

Training Match
●2-4 vs FC稲毛 

７月

３１日

大関、小池、坂本偉

Training Match
○3-2 vs レスチＡ 

８月

５日

大関、加藤、小蕎

Training Match
○3-2 vs レスチＣ 

８月

５日

高橋、福田

Training Match
●1-6 vs レスチＢ 

８月

５日

大関、

Training Match
●1-3 vs ジュネス 

８月

１８日

高根、加藤

Training Match
○3-2 vs レスチＢ 

８月

５日

坂本偉×３、加藤×２、大八木

Training Match
○6-0 vs アウル 

８月

５日

カー選手である前にひとりの人間です。
自分のことを自分でやることはもちろ
ん、自分以外の事やチームのために動け
るようになって欲しいです。そういった
行動が将来的に役に立ち、また、サッカー
が上手くなるためには欠かせない要素に
なると思います。2日目以降は2年生のオ
フザピッチでの姿を参考に徐々に改善さ
れている様子はありましたが、まだまだ

自分のことだけで精一杯でチームのため
に動けている人が少ないです。そういっ
た行動はコーチやチームの皆といる時だ
けではなく、日頃の生活から意識して行
く必要があります。サッカー選手として
一流を目指すだけでなく、人として一流
の人間になっていって欲しいです！今後
の彼らの行動に期待します！

つくばＦＣユースY

　つくばＦＣユースはＪユースカップ関東予選のグ
ループリーグ第3節から第6節まで戦い、7チーム中4
位となり、残念ながら決勝トーナメントへ進出はでき
ませんでした。
　連敗して迎えた第3節では、立ち上がりからボール 河田

堀江

長塚

関根

米山

坂本

鈴木

君嶋 石田 増田

山本

写真：かながわクラブ戦

3連勝で追い上げるもＧＬ敗退
君嶋

ＪユースカップGL 第3節
●1-6　vs FC川崎栗の木

７月

２７日

山本×２、堀江、石田、坂本

ＪユースカップGL 第4節
○5-0　vs 杉並アヤックス

７月

２９日

山本、増田

ＪユースカップGL 第5節
○2-1　vs LSS MITAKA

８月

５日

山本×２、堀江×２、増田

ＪユースカップGL 第6節
○5-0　vs かながわクラブ

８月

１８日

を動かしながら前進し、チャンスを作る
など、互角以上の戦いができましたが、ビ
ルドアップのミスなどから立て続けに失
点し、0-3で前半を終えます。後半に1点
を返すも、その後にさらに3失点し、1-6
で敗戦。新しいシステムで収穫と課題の
両方が得られるゲームとなりました。
　その後の3試合では、多くのチャンスを
作り、失点も大幅に減らすことができま
した。特に、最終節のかながわクラブ戦で
は、両サイドと中央のどこから攻めるの
かを判断することをテーマにし、意図的
にサイドチェンジや中央からの崩しの
シーンなどが見られ、成長を感じる試合
となりました。
　残念ながら、次のステージに進むこと
はできませんでしたが、秋の大会に向け
て更なるレベルアップを目指して取り組
んでいきます！

つくばＦＣレディースユースLY

　夏休みに入り、公式戦やカップ戦など、数
多くの試合を戦いました。思うように勝利
を積み上げることができませんでした。多
くの試合がある中で、狙いをもって試合に
取り組めた選手とそうでない選手で差がつ
いてしまったように感じました。夏休み後
半・夏休み明けも一人一人が狙いをもって
プレーし成長できるよう取り組んでいきた
いと思います。

夏休み前半戦終了！

水野谷×４、長戸×３、淀川×３

小寺×３、植田×３、伊藤、和田、津田

JCYレディースサッカーフェスティバル
● 1-2 vs 杉並アヤックスサザンカ
○ 1-0 vs FCコラソン相模原フェミニーノ
● 1-5 vs セレソン群馬ヴァリエンテス
○ 1-0 vs 東京ベイFCアヴィド
○ 7-0 vs FC.TONレディース
○ 8-0 vs FC.CHOUETTE
(５位/10チーム)

８月

６日
～
９日

茨城県女子ユース(U18)選手権

茨城県女子ユース選手権第２戦
●0-7  vs KASHIMA-LSC

８月

５日

茨城県女子ユース選手権第１戦
●0-5  vs 茨城フットボールアカデミー

８月

４日 和田、佐藤

鹿島学園カップ
● 0-3 vs GRAMADO(U13,14)
● 1-3 vs FC千葉なのはな
● 1-3 vs GRAMADO(U15)
(６位/６チーム)

７月

２４日
２５日

関東プリンセスリーグ 第３節
●0-5  vs 日体大FIELDS横浜U18

８月

１日

皇后杯茨城県予選１回戦
●0-3  vs MITO EIKO FC

７月

２２日

岡野

金井 伊藤 林鈴木千

佐藤

淀川鈴木そ 吉良 中村

畠山

つくばＦＣガールズG
サッカー大会 in草津 に参加しました！

　ガールズチームはジュニアスクール同
様、夏の合宿として、2泊3日で草津のサッ
カーフェスティバルに参加しました。
　初日の試合は、移動の疲れが影響してか
本調子からは程遠く、難しい試合となって
しまいました。2日目の試合では、なかなか
結果には結び付きませんでしたが、前日の
課題に対し、取り組む姿勢を見ることがで
きました。最終日は、この大会で準優勝し
た市川FCレディースさんと練習試合を行
い、同世代のトップレベルの相手と試合を
する貴重な経験をすることができました。
　また、普段のスクール活動とは異なり、
グラウンド外のところでもたくさんの成
長が見られました。初めて試合に参加する
選手とコミュニケーションをとったり、食
事や団体行動において大事なことを学ぶ
事ができました！

草津少女サッカー親善大会 1日目
●0-4 vs 高井戸東SCエストレーガ
●0-5 vs 東大和4FC
△0-0 vs 戸塚FCガールズ
○5-0 vs 富士見ヶ丘アンジェリーナ

７月

２１日

草津少女サッカー親善大会 2日目
●0-3 vs 芳賀なでしこ
△0-0 vs ESPERANZA
●1-2 vs FCパルセイロ毛呂山レディース

７月

２２日

草津少女サッカー親善大会 3日目
●0-4 vs 市川FCレディース

７月

２３日


