
　　　　　■■■試合記事・写真の掲載■■■

・５月１４日(日)に行われました、U-15選手権(東京都予選)決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ1回戦(vsJACPA)の試合の
試合記事・写真が『ｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰWeekly』に掲載されています。

　　　　http://j-s-w.jp/?p=18005

　選手全員が、非常に良い表情をしています。是非ご覧ください。

　　 　 ★☆★2017年度 U-15選手権(東京都予選)　決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ!!★☆★

５月１４日(日)に行われました決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ1回戦(vsJACPA)に勝利し､2回戦進出となりました。

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄへの進出・決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄでの勝利が､選手･ﾁｰﾑにとって良い経験と自信となるかと思
います。

～2次ﾘｰｸﾞ･決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ1回戦を終えての感想～

2次ﾘｰｸﾞ…

・初戦(vsｿﾚｲﾕ)～前半に力が発揮出来ず０－０で前半終了。後半に入りｽｲｯﾁが入り８点を奪い勝
利

・第2戦(vsﾍﾟﾗｰﾀﾞ)～相手のﾌﾞﾛｯｸを崩せずｶｳﾝﾀｰからＰＫを与え先制され､失点後にｽｲｯﾁが入り４
－２で勝利｡

・第3戦(vs府ﾛｸ)～格上のﾁｰﾑとの試合に前半からｽｲｯﾁが入り､五分五分以上のｹﾞｰﾑ内容で前半
０－０。後半11分に失点後､14分･17分と続けて失点し最終的には０－５敗戦。

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ…

・1回戦(vsJACPA)～前半は４:６で押される展開だが､要所に個々の力の発揮ﾌﾟﾗｽ戦術の発揮が
あり､好ｹﾞｰﾑ。
　後半は５：５だが決定機も数回あるが､軽いﾌﾟﾚｰ・安易な考えを持つ選手が見られた。

　結果は０－０からＰＫ３－２勝ち。

活動への参加率も高く､個性があり･大きな『伸びしろ』を持っている選手達だが､選手としての精神
的な強さ・たくましさが足りない様に感じます。

2次ﾘｰｸﾞから決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ1回戦までの４試合で､１試合を通して安定した試合内容・力が発揮出来
た(合格点)のが､
まだ１試合だけだという事がメンタル面の強化の必要性を表しています。

次戦は強豪ﾁｰﾑとの対戦となります。1週間を充実したものにし､試合を行う中で､今後につながる
何かを肌で感じてもらいたく思います。

～御礼～

　Ｔﾘｰｸﾞ・U-15選手権におきましては､多くの皆様に応援頂いております事､大変感謝しております｡

　誠に有難うございます。

　日頃の活動による選手達の成長の跡を､少しでもお見せし､楽しんでご観戦頂けましたら幸いで
す。

　今後も宜しくお願い致します。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監督　望月
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　　　　　★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

　　　　　☆　２０１７年度　入会希望選手　･　練習会　　　☆

　　　　　★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

　新年度の入会希望選手（現中１年生）を対象とした練習会を行っております。

石神井ﾏﾒｯｸｽFC･中学1年生の練習へ参加して､ﾁｰﾑの雰囲気を体験頂けます。

〝ｻｯｶｰが好きな気持ち〟〝うまくなりたい気持ち〟なら誰にも負けないという選手の参加をお待
ちしております。

◆練習参加◆

・4月～5月上旬までは選手を募集します。

　　練習参加希望の場合は､ﾁｰﾑまでご連絡下さい。日程をご相談致します。

※複数回参加可能です！

※ﾒｰﾙ送信後３日以内に当ﾁｰﾑから連絡がない場合は､参加希望者様のﾒｰﾙ受信設定が､ﾊﾟｿｺﾝ
からのﾒｰﾙが受信拒否に設定されている場合がございます。ご確認下さい。

　

　　　◎練習会参加の際に､ﾁｰﾑ案内と入会希望申込み書をお渡ししております。

　　　◎◎ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ下記にあります『問い合わせ』よりﾒｰﾙにてご連絡下さい。

◆ﾁｰﾑ紹介

　　　…1992年創立･練馬区近隣の選手を対象として活動しています｡

創立から24年となり､東京都のｸﾗﾌﾞﾁｰﾑの中でも長い活動実績を持っています。

　　　…★★2012年・2014年・2015年　高円宮杯　〝東京都ﾄｰﾅﾒﾝﾄ進出〟★★…

　　　…★★2015年　東京都ﾘｰｸﾞ〝全都ﾘｰｸﾞ〟参戦★★…

　　現在までに､高校生年代におき､全国･関東大会ﾚﾍﾞﾙで活躍した選手も多数います。

★出身選手進路(2016年現在在籍)

…前橋育英(2名)･山梨学院(1名)･昌平(1名)･聖望学園(3名)･東京実業(1名)･東海大菅生(1名)･駿
台学園(2名)･国分寺(1名)･石神井(3名)･東大和南(1名)･日野台(1名)･豊島(2名)･大東文化第一(2

◆ﾁｰﾑｺﾝｾﾌﾟﾄ

　　…①ｻｯｶｰに真剣に取り組み活動する中で､ｻｯｶｰ選手としても､人間としても

　　　　　自立を目指す。

　　　②個々の選手の長所を伸ばす事を優先しながら､13～15才年代で最低限

　　　　必要なスキルを身に付けることを目標とする。

　　　※補足～色々な事が平均的に出来るようにする前に､まずは個々の選手

　　　　の特徴を活かし､個性的で特徴のある選手が将来活躍できると考えています。

　　　例→ﾎﾞｰﾙﾀｯﾁが柔らかい･視野が広い･運動量が多い･ﾄﾞﾘﾌﾞﾙがうまいｷｯｸがうまい･

　　　　　守備がうまい　等､どんな選手でも何らかの長所を持っています！

　

　　　③高校生年代のｻｯｶｰに向け､選手としての〝のびしろ〟を持たせる。

　　　!!技術的な事はもちろんですが､〝精神的な強さ〟〝ｻｯｶｰへの取り組み方〟を

　　　　身につける事が､今後のｻｯｶｰでの成長に大きく影響します。

　　　　ｻｯｶｰの技術だけにとらわれず､〝精神面〟〝ｻｯｶｰへの取り組み方〟も
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　　　　みがいて行きます｡

　

　

　　　　★石神井ﾏﾒｯｸｽFC出身でJFL以上のﾘｰｸﾞで活躍の選手(過去５年)

　　　　　　　・秋葉　勇志(東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ　J2)　2011～2012

　　　　　　　　　経歴…緑SC→石神井ﾏﾒｯｸｽFC→浦安JSCﾕｰｽ→浦安JSC(千葉県1部)→

　　　　　　　　　　　　→ｱﾙﾃ高崎(JFL)→東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ(J2･2011～2012)→ﾌﾞﾘｵﾍﾞｯｶ浦安(JFL)

　　　　　　　・横山知伸(ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌～J１)　2017～現在

　　　　　　　　　経歴…ｴｸｾﾚﾝﾄ→石神井ﾏﾒｯｸｽFC→帝京高校→早稲田大学→

　　　　　　　　　　　　→川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ(J1･2008～11)→ｾﾚｯｿ大阪～(J1･2011～13)

　　　　　　　　　　　　→大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬ(J1･2014～16)

★練習会参加手続き★

・当ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの下部にございます､〝問い合わせ〟よりﾒｰﾙにてご連絡下さい。

・ﾒｰﾙ送信の際は､名前･電話連絡先(自宅)･現在在籍ﾁｰﾑを明記のうえ､参加希望日(複数可)を指
定下さい｡
・練習参加が可能な日程を､当ﾁｰﾑからご連絡致します。

・参加希望者が多数の場合は先着順とさせて頂きますので､ご理解お願い致します｡

・上記日程が都合つかず､参加出来ない場合は､他の日程にて出来る限り対応致します。

以上　宜しくお願い致します。

　　　　　　　★☆★　2016，Tﾘｰｸﾞ(U-15)を終えて★☆★

　2016，10月23日(日)に行われましたTﾘｰｸﾞ(後期･第8戦)で中3選手の公式戦がすべて

終了となりました。

　　　　　石神井ﾏﾒｯｸｽＦＣ　vs　ｻﾙﾊﾞﾄｰﾚ

　　　　　　　　　　　○２－０（1-0･1-0）で石神井ﾏﾒｯｸｽFCの勝ち

　～　感想　～

　現在の中3選手達は､U-13大会では5戦全敗からのｽﾀｰﾄでした｡　ｻｯｶｰが好きな選手は多いもの
の､精神的に幼い選手が多く精神的な成長を待っていた学年でした。
　最終戦での対戦となったｻﾙﾊﾞﾄｰﾚは､これまで二度対戦しており､いずれも敗戦しています。

　9月以降の試合では､ﾁｰﾑ戦術の理解し実践する事と日頃のﾄﾚｰﾆﾝｸﾞの成果を発揮出来るように
なっていました。そして今回の試合では､ｳｫｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟの取り組みや雰囲気は今までの中で最高の
試合においても予想通り､終始ﾍﾟｰｽを握り今までの成果を発揮してくれました。個性が光り､ﾁｰﾑで
の共通理解も見え､さらに試合に勝利出来た事は､時間はかかりましたが､精神的に成長し非常に
良いﾁｰﾑ・選手になったという証明だと思います。

　公式戦は終了しましたが､まだまだｻｯｶｰ人生は続きます｡高校受験が1日1日とせまりますが､今
まで通り自分のﾍﾟｰｽで判断･行動して行ける事を期待しています。

　保護者の皆様には､日頃より選手達への多くｻﾎﾟｰﾄを頂きました事､大変感謝しております。試合
の際に応援頂きました事は､選手達の心にも大きく残っているかと思います。誠に有難うございまし

　今後も､“石神井ﾏﾒｯｸｽFC流”で成長していきますので､宜しくお願い致します｡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2016,10,24　監督　望月

　 ★☆★2016年度 U-15選手権(東京都予選)　決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ進出!!★☆★

本日･４月３０日(土)の勝利により､２次ﾘｰｸﾞの成績が､２勝２分け･勝点８･ﾘｰｸﾞ２位
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となり､決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ進出が決まりました｡

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄへの進出が､選手･ﾁｰﾑにとって良い経験と自信となるかと思います。

～2次ﾘｰｸﾞを終えての感想～

現在のﾄｯﾌﾟﾁｰﾑ選手は､まだまだ精神的に幼く今後の精神的成長が必要ですが､

2年前のU-13大会では５戦全敗であった事を振り返れば､この２年間で積み重ねて

来たものは大きいと感じます。

練習への参加率も高く､少しずつだが確実に成長して来た事がﾄｰﾅﾒﾝﾄ進出の大きな

要因でしょう。

今後の練習と試合経験で､更なる成長が期待出来そうです｡

　U-15選手権･2次ﾘｰｸﾞにおきましては､多くの皆様に応援頂きました事､大変感謝

しております｡　誠に有難うございました。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監督　望月

　　　　　　★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

　　　　　　☆　２０１６年度入会・選手募集終了☆

　　　　　　★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

　来年度の入団選手が決まりましたので､選手募集が終了となりました｡

今後は､入団選手のご家庭の諸事情(引っ越し等)により､欠員が出た時のみ､

追加募集を行わせて頂きます。

夏休み期間から多くの選手に参加頂き､参加選手･保護者様には､大変感謝して

おります。誠に有難うございました。

◆選手募集◆

　　　　欠員が出た時のみ

以上　宜しくお願い致します。

　　　　　　　★☆★祝　2015年度全都ﾘｰｸﾞ参入決定!!★☆★

　本日､12月23日(祝･月)に行われました､全都ﾘｰｸﾞ参入決定戦は以下の結果となりました。

・参入決定戦結果

　　　石神井ﾏﾒｯｸｽFC　vs　LARGO

　　　　　　　○０－０(0-0･0-0)　PK4-3

　　　以上の結果により､“2015年度･全都リーグ参入”が決定しました!!

～試合の感想～

この２週間､入れ替わりで発熱･ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ･風邪の選手が出ており､全員が

顔をそろえる事が出来ませんでしたが､本日の試合に選手全員がそろい､ﾁｰﾑ一丸と

なれた事が､勝利につながったと思います。

U-14選手権･3次ﾘｰｸﾞから､毎試合ｹﾞｰﾑﾌﾟﾗﾝ通り試合を運ぶ事が出来るように
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なり､戦術の理解度が上がっている事を感じています｡

しかし､自分たちのﾍﾟｰｽに持ち込む事が出来ているのに､得点が取れず

勝ちに結び付ける事が出来ませんでした｡　今後の課題でしょう。

今から3カ月間で､ﾁｰﾑ･選手の大きな伸びも予感しています。非常に楽しみです。

　参入戦におきましては､多くの皆様に応援頂きました事､大変感謝

しております｡　誠に有難うございました。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監督　望月

　　　　　　　★☆★2015年度全都ﾘｰｸﾞ参入戦速報!!★☆★

　本日行われました､来年度･全都ﾘｰｸﾞ参入戦２回戦は以下の結果となりました。

・参入戦２回戦(11月8日)結果

　　　石神井ﾏﾒｯｸｽFC　vs　国学院久我山中

　　　　　　　○２－２(1-0･1-2)　PK4-2

～試合の感想～

ﾁｰﾑ全員で試合に臨む事ができ､勝利する事が出来ました。

ｹﾞｰﾑﾌﾟﾗﾝ通り試合を運ぶ事は出来ましたが､先制しながら二度も追いつかれてしまい､

７０分以内に勝ち切る事が出来ませんでした。

まだまだ発展途上の未熟なﾁｰﾑですが､日々の活動で成長がうかがえます。

今後も今まで以上に真剣に楽しみながら伸びてくれる事を期待しています。

　参入戦におきましては､遠い会場でしたが､多くの皆様に応援頂きました事､大変感謝

しております｡　誠に有難うございました。

　

監督　望月

　　　　★☆★2014，U-14選手権速報!!★☆★

　11月 2日(日)に行われました､U-14選手権･2次ﾘｰｸﾞ第4戦の結果により､3勝1分でﾘｰｸﾞ１位となり
“３次ﾘｰｸﾞ進出”が決まりました。

・vs　SK-ONZE　　△０－０

・vs　CYD　　　　 ○８－０

・vs　東京小山　　○４－０

・vs　青山SC　　　○２－０

３次ﾘｰｸﾞにおきましても､ﾁｰﾑ全員で成長していきたく思います。

保護者の皆様には、会場にて多くの応援を頂き､誠に有難うございました。
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　　　　★☆★　2014，高円宮杯東京都大会ﾄｰﾅﾒﾝﾄ２回戦速報!!★☆★

　2014，9月21日(日)に行われました高円宮杯･東京都大会ﾄｰﾅﾒﾝﾄ２回戦は､以下の

　結果となり３回戦進出となりました。

　　　　　石神井ﾏﾒｯｸｽＦＣ　vs　リオFC

　　　　　　　　　　　○２－１（1-0･1-1）で石神井ﾏﾒｯｸｽFCの勝ち

※３回戦日程…　・９月２７日(土)　東海大菅生中･学びの城Ｇ　16:00ｷｯｸｵﾌ　vsﾄﾘﾌﾟﾚｯﾀ

　～試合の感想～

　前半から選手･ﾁｰﾑともに集中力があり､この1週間の試合への準備(精神的な)が

良いものであった事が分かるｹﾞｰﾑとなりました。

　相手選手は体が大きく､走るｽﾋﾟｰﾄﾞもありﾌｨｼﾞｶﾙ能力が高かったので､ﾏﾒｯｸｽの選手

達は良い経験が出来たと思います。

　何気ないﾎﾞｰﾙｺﾝﾄﾛｰﾙや､ﾄﾗｯﾌﾟ･ｷｯｸの質･視野の広さなどの基礎技術の必要性も改めて

感じた事でしょう。

　相手ﾁｰﾑが残り10分間とにかく同点にするためにﾛﾝｸﾞﾎﾞｰﾙを多用し､ｺﾞｰﾙを目指してくれたの
で､相手を上回る体力･集中力･気持ちを選手達が持っていた事も確認出来ました。

　今日のｹﾞｰﾑを自信とし､次戦までの準備(精神面)が良いものになる事を期待しています。

　保護者の皆様には多くの応援頂き､誠に有難うございました。

　今後も､“石神井ﾏﾒｯｸｽFC流”で成長していきますので､宜しくお願い致します｡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2014,9,21　監督　望月

　　　　　★☆★　2014，高円宮杯東京都大会ﾄｰﾅﾒﾝﾄ速報!!★☆★

　2014，9月15日(祝･月)に行われました高円宮杯･東京都大会ﾄｰﾅﾒﾝﾄ１回戦は､以下の

　結果となり２回戦進出となりました。

　　　　　石神井ﾏﾒｯｸｽＦＣ　vs　東海大菅生中

　　　　　　　　　　　○４－１（1-0･3-1）で石神井ﾏﾒｯｸｽFCの勝ち

※２回戦日程…　・９月２１日(日)　中央大学多摩ｷｬﾝﾊﾟｽＧ　12:50ｷｯｸｵﾌ　vsリオFC

　～試合の感想～

　　前半に先制点を取る事が出来ましたが､相手ﾁｰﾑにﾍﾟｰｽを握られ､苦しい前半でした。

相手選手は､ﾎﾞｰﾙｺﾝﾄﾛｰﾙの良さとﾁｰﾑ戦術の理解が､しっかりと発揮されていました。

ﾏﾒｯｸｽの選手達は､先制したことで､‘勝ち’を意識し硬くなる選手や､余裕があると勘違いし､

運動量が減り､軽いﾌﾟﾚｰが目立つ選手がおり､今年のﾁｰﾑのﾒﾝﾀﾙ面の悪い部分が多く出ました。

　スコアだけみると快勝のようですが､多くのﾒﾝﾀﾙ面の課題が隠れています。

　ﾊｰﾌﾀｲﾑでのﾐｰﾃｨﾝｸﾞを行わずに､後半のような力が発揮出来る様になれば､選手･ﾁｰﾑとも

大きく成長したと言えるでしょう。

　　次戦までに､選手たちが成長の為に何かしら行動する事を期待しています。

2014/9/29
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　保護者の皆様には多くの応援頂き､誠に有難うございました。

1試合でも多く公式戦を行いながら､選手の成長を考えていきます。

　今後も､“石神井ﾏﾒｯｸｽFC流”で成長していきますので､宜しくお願い致します｡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2014,9,15　監督　望月

　　　★☆★　2014，高円宮杯東京都大会ﾄｰﾅﾒﾝﾄ進出!!★☆★

　2014･Tﾘｰｸﾞ(前期)の試合結果により､東京都大会ﾄｰﾅﾒﾝﾄ進出が決定しました！

　　　　　　　Tﾘｰｸﾞ(前期)の試合結果　　4勝1敗

　　　　　　　　　　　※勝ち点･得失点が同率､総得点により２位

　高円宮杯東京都大会ﾄｰﾅﾒﾝﾄは9月13日(土)以降からｽﾀｰﾄ予定です。

　保護者の皆様には多くの応援頂き､誠に有難うございました。

　1試合でも多く公式戦が行えるよう､夏休み期間を充実したものにしたく思います。

　今後も､“石神井ﾏﾒｯｸｽFC流”で成長していきますので､宜しくお願い致します｡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2014,7,15　監督　望月

　　　　◆◆◆祝!!　浦安ＳＣ　天皇杯本戦　2回戦進出!!◆◆◆

石神井ﾏﾒｯｸｽＦＣの卒業生が在籍〔ﾕｰｽ(2種)･ﾄｯﾌﾟ(1種)〕しています､浦安SC〔ﾄｯﾌﾟ(1種)〕が2014
年･天皇杯全国ｻｯｶｰ選手権･1回戦に勝利しました。

　・天皇杯本戦　1回戦結果

　　　○１－０(1-0･0-0)　vsｸﾞﾙｰｼﾞｬ盛岡(J３)

石神井ﾏﾒｯｸｽFCの卒業生では､秋葉勇志選手が先発出場｡

　{緑SC→石神井ﾏﾒｯｸｽFC→浦安JSCﾕｰｽ→浦安JSC(千葉県1部)→ｱﾙﾃ高崎(JFL)→東京ｳﾞｪﾙ
ﾃﾞｨ(J2･2011～2012)}

※その他浦安SC(1種)在籍選手…喜多翔一{白ふじSC→石神井ﾏﾒｯｸｽFC→浦安JSCﾕｰｽ}

●次戦２回戦は､７月１２日(土)・浦和駒場ｽﾀｼﾞｱﾑ・18:00ｷｯｸｵﾌ

　　　　浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ(J1)との試合となります。

石神井ﾏﾒｯｸｽFCの関係者様も､今後の浦安SCの活躍を､是非身近なﾁｰﾑとして応援お願い致しま
す。

　　　◆◆◆祝!!　浦安ＳＣ　2年連続　天皇杯本戦出場!!◆◆◆
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石神井ﾏﾒｯｸｽＦＣの卒業生が在籍〔ﾕｰｽ(2種)･ﾄｯﾌﾟ(1種)〕しています､浦安SC〔ﾄｯﾌﾟ(1種)〕が2014
年･天皇杯全国ｻｯｶｰ選手権に出場します。

　・千葉県ｻｯｶｰ選手権大会　決勝戦結果

　　　○２－１(1-1･1-0)　vs柏ﾚｲｿﾙU-18

千葉県予選で優勝し､2年連続･千葉県代表として天皇杯本戦出場となりました。

石神井ﾏﾒｯｸｽFCの卒業生では､秋葉勇志選手です｡{緑SC→石神井ﾏﾒｯｸｽFC→浦安JSCﾕｰｽ→
浦安JSC(千葉県1部)→ｱﾙﾃ高崎(JFL)→東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ(J2･2011～2012)}

本日の決勝戦で､同点ｺﾞｰﾙを取っています。

※その他浦安SC(1種)在籍選手…喜多翔一{白ふじSC→石神井ﾏﾒｯｸｽFC→浦安JSCﾕｰｽ}

現在､関東ﾘｰｸﾞ(関東1部)においても前期終了時点で1位となっています。

石神井ﾏﾒｯｸｽFCの関係者様も､今後の浦安SCの活躍を､是非身近なﾁｰﾑとして応援お願い致しま
す。

　　　◆2014年度　U-13･U-14選手権大会組合せ

・U-13…2次ﾘｰｸﾞNｸﾞﾙｰﾌﾟ～府ﾛｸ･ﾅｻﾛｯﾄ･練馬FC･kSCｳｪﾙﾈｽ･荏原一中

・U-14…2次ﾘｰｸﾞJｸﾞﾙｰﾌﾟ～ｵﾝｾﾞ･東京小山･CYD･青山SC

　両大会ともに7月に１～２試合行われる予定。

　　◆◆石神井ﾏﾒｯｸｽFC　OB情報◆◆

現在､高校ｻｯｶｰ選手権･東京都予選が行われています｡

10月20日(日)の試合で､ﾍﾞｽﾄ４が決りましたが､東海大菅生高にて石神井ﾏﾒｯｸｽFC･OBの

梶原烈(かじわら　れつ)ｸﾝが､２年生ながらﾚｷﾞｭﾗｰとして活躍しています。

先日の東久留米総合高校と準々決勝では､先発出場から延長戦まですべて出場し､

PK戦でもｷｯｶｰとして選ばれていました。

◎11月9日(土)・西が丘ｻｯｶｰ場・13:00ｷｯｸｵﾌにて修徳高と準決勝が行われます。

石神井ﾏﾒｯｸｽFCの関係者様で､会場に行くお時間がございましたら､応援をお願い致します。

　　　◆◆◆祝!!　浦安ＳＣ天皇杯本戦出場!!◆◆◆

石神井ﾏﾒｯｸｽＦＣの卒業生が多数在籍〔ﾕｰｽ(2種)･ﾄｯﾌﾟ(1種)〕しています､浦安SC〔ﾄｯﾌﾟ(1種)〕が
2013年･天皇杯全国ｻｯｶｰ選手権に出場します。

　●千葉県予選結果

準決勝～３－２(0-1･3-1)　vs柏ﾚｲｿﾙU-18
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　決勝～２－１(0-0･2-1)　vsVONDS市原

※決勝戦の試合はNHKにて放映されます。～８月３０日午前1:55(29日の深夜)

千葉県予選で優勝し､千葉県代表として8月31日(土)からの天皇杯本戦を戦って行きます。

石神井ﾏﾒｯｸｽFCの卒業生で出場の可能性が高いのは､秋葉勇志(2011～2012年･東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ在
籍)です。※その他浦安SC(1種)在籍選手…喜多翔一

現在､関東ﾘｰｸﾞ(関東2部)においても15勝1分無敗で､来ｼｰｽﾞﾝ関東1部への昇格が決っています。

石神井ﾏﾒｯｸｽFCの関係者様も､今後の浦安SCの活躍を､是非身近なﾁｰﾑとして応援お願い致しま
す。

・天皇杯１回戦は８月３１日（土）　茨城県･笠松運動公園陸上競技場　にて１５：００ｷｯｸｵﾌです｡

　　　 ☆次回のｹﾞｰﾑ

　１月２６日(土)　場所未定　9:15ｷｯｸｵﾌ予定　vsｱｲﾅｯｸ多摩川

　　　　※U-13練習試合

　

　１月２７日(日)　浦安市運動公園ｸﾞﾗﾝﾄﾞ　17:20ｷｯｸｵﾌ予定　vs浦安JSC

　　　　※U-14練習試合

　　　　※ｱｸｾｽ…JR京葉線『舞浜』駅～徒歩15分

　

…会場にて応援される方へ…

◎会場におきましては､会場の利用方法を守り､会場ﾁｰﾑのご迷惑となりませんよう､ご配慮下さ
い。◎会場へは､基本的に公共の交通手段を使い､お車の際はｺｲﾝﾊﾟｰｷﾝｸﾞ

を必ずご利用下さい。

　　　　　　　　　　　　　　以上　ご協力お願い致します｡

　　　　　　■■■新年を迎えて■■■

　ﾁｰﾑ関係者の皆様､新年明けましておめでとうございます。

今年も､選手の自立･成長を見守りながら､選手の個性が出来る限り伸ばせる様､

考えていきます。

ｻｯｶｰの考え方やﾙｰﾙも､どんどん変わって(進歩して)行きます。

ｻｯｶｰの進歩と共に､『石神井ﾏﾒｯｸｽFC』に関わります､すべての選手･ｺｰﾁ･保護者様が

みんなで成長出来ましたら最高です！

今年も多くのご理解・ご協力を頂く事となりますが､宜しくお願い致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監督　望月

　　　　　　★☆★　2012，高円宮杯東京都大会ﾄｰﾅﾒﾝﾄ進出!!★☆★

　本日8月25日(土)に行われました､2次ﾘｰｸﾞ第6戦(vsPOMBA立川)の試合結果により､

東京都大会ﾄｰﾅﾒﾝﾄ進出が決定しました！
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　2次ﾘｰｸﾞ成績　4勝2分0敗

この夏休みに選手達は､非常に充実した活動をしてくれました。

練習を休む選手もほとんどおらず､昼間の猛暑の中でもｻｯｶｰ出来る精神と身体を

作ってくれました。

　

高校受験を前に､ｻｯｶｰと勉強を両立させ､夏休みを充実したものに出来た事は､選手達の何にも

換えがたい経験と自信となるでしょう。

何にも換えがたい経験と自信を手に入れたうえに､好きなｻｯｶｰで良い成績を残せるなんて､

羨ましい限りです。

　9月15日(土)以降から開催予定の東京都大会ﾄｰﾅﾒﾝﾄにおいても､貴重な経験をする事と

なるでしょう｡

好きなｻｯｶｰを大事にしながら､大きく成長してくれる事を期待しています。

　今大会におきましても､保護者様･ＯＢ･ﾁｰﾑ下級生等､多くの皆様に応援頂きました。

誠に有難うございました。

　　～～ﾁｰﾑ関係者様へ～～

この夏休みを充実したものに出来ましたのは､保護者様･ﾁｰﾑ関係者様のご理解とご協力

によるものです｡

選手達の意思･行動を信じ､活動させて頂きました事に､心から御礼申し上げます｡

　今後も､“石神井ﾏﾒｯｸｽFC流”で成長していきますので､宜しくお願い致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2012,8,25

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監督　望月

　　　★☆★2012，関東大会進出･第９代表決定ﾄｰﾅﾒﾝﾄ１回戦★☆★

　5月27日(日)に､〝関東大会進出･第９代表決定ﾄｰﾅﾒﾝﾄ１回戦〟東京久留米との試合が行われ
ました。

　試合結果　　●１－２(1-1･0-1)

　大会成績　　〝★東京都ベスト１６★〟

　前日の敗戦での教訓から､今まで身に付けてきた事を試合で発揮する事を重視し､

強い気持ちで試合に臨みました。

　前日の試合では､試合で負ける事や､失点したくないというﾌﾟﾚｯｼｬｰから､蹴って走る場面が

増えてしまい､ﾎﾞｰﾙを持っても､すぐに失っていましたが､この試合では､ﾎﾞｰﾙを持ち･つなぎ･

高い位置からﾎﾞｰﾙを奪いに行く事ができました。

　先制したものの､後半ﾛｽﾀｲﾑに失点し､敗戦となりましたが､本日の経験で､また大きく成長する選
手が増える手ごたえを感じました。

　今大会で選手達は､精神的な部分が､いかに試合に影響するかを感じた事しょう。

　今後､精神的な成長が出来れば､さらにｻｯｶｰを楽しみ･巧くなれます。

　今大会では､保護者様･ＯＢ･ﾁｰﾑ下級生･ｼﾞｭﾆｱﾁｰﾑ時代のｺｰﾁ等､多くの皆様に応援頂きまし
た。

誠に有難うございました。
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　今後も､“石神井ﾏﾒｯｸｽFC流”で成長していきますので､宜しくお願い致します。

　　　★☆★2012，U-15選手権･決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ２回戦★☆★

　5月26日(土)に､〝決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ２回戦(※関東大会進出決定戦)〟FC多摩との試合が行われまし
た。

　試合結果　　●０－５(0-1･0-4)

FC多摩は､勝負強く､攻撃の選手が育成されていると感じられるﾁｰﾑです。

試合開始から攻撃重視のｹﾞｰﾑをし､ｼｭｰﾄを積極的に打ってきました。

石神井ﾏﾒｯｸｽFCの選手達は､試合前の準備(精神的)がうまくいかず､ｹﾞｰﾑにおいても自分達

のｻｯｶｰがほとんど出来ませんでした｡

　ﾎﾞｰﾙを奪っても慌ててしまう場面が多く､すぐにﾎﾞｰﾙを失っていました。

　ここ３試合は強豪ﾁｰﾑとの対戦でしたが､〝ﾁｰﾑの良さ〟･〝個人の良さ〟を続けて試合で出す
には､まだまだ精神的な準備が足りていない事を､選手には感じてもらいたいものです。

　選手達は､ここ５ヶ月で大きく成長してくれていますが､課題も山積みである事を認識し､

更なるレベルアップに挑戦してもらいたく思っています。

　会場では､保護者様･ＯＢ･ﾁｰﾑ下級生･ｼﾞｭﾆｱﾁｰﾑ時代のｺｰﾁ等､多くの皆様に応援頂きました。

誠に有難うございました。

◆◆〝関東大会進出･第９代表決定ﾄｰﾅﾒﾝﾄ〟日程◆◆

　

・5月27日(日)　清瀬内山ｸﾞﾗﾝﾄﾞ　19:00ｷｯｸｵﾌ　vs東京久留米

　　　　　※関東大会進出･第９代表決定ﾄｰﾅﾒﾝﾄ1回戦

　　　　　※会場ｱｸｾｽ…①西武池袋線･『清瀬』駅北口～ﾊﾞｽ(清63系統)～

　　　　　　　　　　　　　　～『旭が丘5丁目』下車～徒歩10分

　　　　　　　　　　　　②JR武蔵野線『新座』駅～徒歩20分

皆様の応援が､必ず選手達の力となりますので､試合会場へ是非お越し下さい。

以上　宜しくお願い致します

　　　★☆★祝!!　2012，U-15選手権大会　東京都ベスト１６!!★☆★

　5月19日(土)に､〝東京都ﾍﾞｽﾄ24　決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ１回戦〟FC駒沢との試合が行われました。

　試合結果　　○１－１(0-0･1-1)　PK5-4

　試合開始から前半20分までは､FC駒沢にﾍﾟｰｽを握られていましたが､時間が経つにつれ､

自分達のﾍﾟｰｽでｻｯｶｰする事が出来るようになりました。

　後半入り､個々の選手の良さが多くﾌﾟﾚｰに表れ､前半の反省点も､しっかり修正する事が

出来､石神井ﾏﾒｯｸｽFCのﾍﾟｰｽでｹﾞｰﾑが行えたと思います。
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　試合に先発出場しなかった選手達の､試合中のｳｫｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟも素晴らしく､まさにﾁｰﾑ全員で

勝ち取った勝利だと感じました。

80分ｹﾞｰﾑを戦い､PK戦で5人全員がｷｯｸに成功しての勝利は､この5ヶ月間の選手の努力の結晶で
す。

　今後､ﾄｰﾅﾒﾝﾄ２回戦や順位決定戦など､最低２試合が行われます。

ﾄｰﾅﾒﾝﾄでの試合により､更に選手は成長してくれるでしょう。

　会場にて､多くの皆様に応援頂きました事､大変感謝しております｡

　誠に有難うございました。

◆◆〝決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ　２回戦〟日程◆◆

　　　　　（※★関東大会進出決定戦★）

・5月26日(土)　清瀬内山ｸﾞﾗﾝﾄﾞ　17:10ｷｯｸｵﾌ　　vsFC多摩

　　　　　※U-15選手権･決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ２回戦

　　　　　※会場ｱｸｾｽ…①西武池袋線･『清瀬』駅北口～ﾊﾞｽ(清63系統)～

　　　　　　　　　　　　　　　　～『旭が丘5丁目』下車～徒歩10分

　　　　　　　　　　　　　　　②JR武蔵野線『新座』駅～徒歩20分

・5月27日(日)　清瀬内山ｸﾞﾗﾝﾄﾞ　17:10or19:00ｷｯｸｵﾌ　vs未定

　　　　　※決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ3回戦or順位決定戦

皆様の応援が､必ず選手達の力となりますので､試合会場へ是非お越し下さい。

以上　宜しくお願い致します

　　　◎2012，U-15選手権大会　3次ﾘｰｸﾞ最終戦◎

5月13日(日)に､前大会(U-14選手権)で東京都準優勝のジェファFCとの３次ﾘｰｸﾞ最終戦

が行われました。

前大会準優勝しているだけあり､体の大きさ･ｽﾋﾟｰﾄﾞは年代でﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙでした。

試合結果は●０－１(0-0･0-1)　※FKから失点

石神井ﾏﾒｯｸｽFCのｻｯｶｰ良さも出ていたうえ､選手達の〝相手に勝ちたい〟という気持ちがｹﾞｰﾑ
に表れていました。

勝ち点が取れず､非常に残念でしたが､選手達は更にｻｯｶｰへ気持ちを向けてくれるでしょう。

会場にて､多くの皆様の応援を頂きました事に大変感謝しております｡選手達も心強かったと思い
ます。

誠に有難うございました。

◆〝東京都ﾍﾞｽﾄ24　決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ〟日程◆

・5月19日(土)　東京ガス深川ｸﾞﾗﾝﾄﾞ　18:00ｷｯｸｵﾌ　　vs駒沢FC

　　　　　※U-15選手権･決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ１回戦

　　　　　※会場ｱｸｾｽ…都営地下鉄『住吉』駅～徒歩８分
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皆様の応援が､必ず選手達の力となりますので､試合会場へ是非お越し下さい。

以上　宜しくお願い致します

★☆★祝!!　2012，U-15選手権大会　決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ進出!!★☆★

本日､5月12日(土)の試合に勝利した事により､３次ﾘｰｸﾞ残り1試合を残し､

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄへの進出が決りました。

ここ4ヵ月の選手達のﾄﾚｰﾆﾝｸﾞへの集中力と､試合への準備(精神的･身体的)

は素晴らしいものがありました。

今後も､ｻｯｶｰとしっかり向き合い､ｻｯｶｰと仲間を大事にしてくれる事でしょう。

自分達で手に入れた〝東京都ﾍﾞｽﾄ24･決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ〟を思い切り楽しみましょう！

◎日頃から､ﾁｰﾑ活動へのご理解ご協力を頂いております､保護者様･ﾁｰﾑ関係者様

には､大変感謝しております。

5月19日(土)から予定されております〝東京都ﾍﾞｽﾄ24　決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ〟を､ﾁｰﾑに

関係します､多くの皆様と一緒に楽しめましたら幸いです。

皆様の応援が､必ず選手達の力となりますので､試合会場へ是非お越し下さい。

以上　宜しくお願い致します。

　　　　☆次回のｹﾞｰﾑ

●５月１２日(土)　大沢総合ｸﾞﾗﾝﾄﾞ　13:15ｷｯｸｵﾌ　vsｱﾙﾃ八王子

　　※U-15選手権･3次ﾘｰｸﾞ第3戦

　　※会場ｱｸｾｽ…

　　　　　　①JR三鷹駅南口～2番ﾊﾞｽ乗り場(調布駅北口行き)～『大沢ｺﾐｭﾆﾃｨ-ｾﾝﾀｰ』

　　　　　　　下車～徒歩(8分)

●５月１３日(日)　東京ｶﾞｽ深川ｸﾞﾗﾝﾄﾞ　17:30ｷｯｸｵﾌ　　vsｼﾞｪﾌｧ

　　　　★★※ｷｯｸｵﾌ時間が､13:30→17:30に変更となっています。※★★

　　　　※U-15選手権･3次ﾘｰｸﾞ第4戦

　　　　※ｱｸｾｽ…東京ﾒﾄﾛ・都営地下鉄『住吉』駅～徒歩6分

…会場にて応援される方へ…

◎会場におきましては､会場の利用方法を守り､会場ﾁｰﾑのご迷惑となりませんよう､ご配慮下さ
い。◎会場へは､基本的に公共の交通手段を使い､お車の際はｺｲﾝﾊﾟｰｷﾝｸﾞ

を必ずご利用下さい。

　　　　　　　　　　　　　　以上　ご協力お願い致します｡

　 ◆◆◆浦安ＪＳＣ関東ﾘｰｸﾞへ!!◆◆◆
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石神井ﾏﾒｯｸｽＦＣの卒業生が多数在籍〔ﾕｰｽ(2種)･ﾄｯﾌﾟ(1種)〕しています､浦安JSC〔ﾄｯﾌﾟ(1種)〕が
2011年･関東社会人大会にて優勝しました。

千葉県ﾘｰｸﾞで優勝し､関東大会においても各都県の強豪代表ﾁｰﾑと対戦し､勝利する事は､選手･
ﾁｰﾑ関係者様とも､大変なご苦労があった事と思います。

　　●関東大会試合結果

１回戦～２－０　vsBAJELVO矢崎那須烏山

２回戦～２－１　vs東京23FC

準決勝～６－０　vs三菱養和SC

　決勝～３－０　vsﾊﾟｲｵﾆｱ(株)川越事業部ｻｯｶｰ部

来年度は､関東ﾘｰｸﾞにて試合を行う事となります。石神井ﾏﾒｯｸｽFCの関係者様も､今後の浦安JSC
の活躍を､是非身近なﾁｰﾑとして応援お願い致します。
※秋葉選手(J2･東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ)も､石神井ﾏﾒｯｸｽFC～浦安JSC(ﾕｰｽ)～浦安JSC(ﾄｯﾌﾟ)の出身です。

　　◆2011・U-14選手権大会速報

先日11月6日(日)に行われました2次ﾘｰｸﾞ最終戦の結果により､５年連続で3次ﾘｰｸﾞへの進出が決
りました！

3次ﾘｰｸﾞでは､強豪と言われるﾁｰﾑとの対戦となります｡

関係者の皆様には､石神井ﾏﾒｯｸｽFCらしい試合をし､選手･ﾁｰﾑが成長していく姿を応援頂きたく
思っております。

　　　◆◆◆石神井ﾏﾒｯｸｽFC出身選手がJﾘｰｶﾞｰに!!◆◆◆

　石神井ﾏﾒｯｸｽFC出身の秋葉　勇志(25) が､J２　東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨに入団が決まりました｡

※現在､J1　川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚに所属する､横山　知伸選手に続き２人目

　選手経歴…緑SC→石神井ﾏﾒｯｸｽFC→浦安JSCﾕｰｽ→浦安JSC(千葉県1部)→ｱﾙﾃ高崎(JFL)

◎石神井ﾏﾒｯｸｽ時代◎

大変元気が良く､ｻｯｶｰを非常に楽しそうにﾌﾟﾚｰし､ﾎﾞｰﾙをしっかり蹴れた印象があります｡

ｻｯｶｰをする楽しさを忘れずに､うまくなるために努力を続けた結果だと思います。

秋葉　勇志選手の今後の活躍を期待し､応援をお願い致します。

2011/6/26 ◆2011高円宮杯･2次ﾘｰｸﾞの組み合わせ･全日程が決まりました。詳しくは関連ﾆｭｰｽにて！

★★★春合宿の中止★★★

この度の地震の影響により､春合宿は中止となりました。

年数回の貴重な合宿ではありますが､①選手の安全を第一に考えるﾁｰﾑの方針・

②不安のある中での合宿においては､良いものは生まれ難い､との考えにより

3月13日(月)に中止の判断を致しました。

ﾁｰﾑの選手・保護者様・ﾁｰﾑ関係者の皆様には､合宿中止により､大変なご迷惑
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をおかけしましたが､現在も余震が続いている事や､電力不足･原発の問題が

生じ､国家的にも危機的状況が続いております事をご理解頂きましたうえで

どうかご容赦下さいませ。

■■■現在の状況と今後の活動に関して■■■

このたびの東北地方太平洋沖地震･長野県北部を震源とする地震ににより

被害を受けられた皆様に､心からお見舞い申し上げます。

日が経つごとに､あらためて被害の大きさを感じております。

地震以降の一日一日が長く感じますが､まだ４日しか経過しておりません。

計画停電や交通機関の状況も､まだまだ変化していく事でしょう。

現在練馬区のｽﾎﾟｰﾂ施設･学習施設におきましては､休館という対応が取ら

れ､安全確認･点検を行いながら､経過をみている状態です。

石神井ﾏﾒｯｸｽFCにおきましても､選手の安全を第一に考え､以降の活動を考

えて行きたく思います。

ｻｯｶｰが出来ない事や仲間に会えない選手のストレスもピークに達する頃で

しょう。

私自身も､ｸﾞﾗﾝﾄﾞに立てない事・選手に会えない事でのストレスが溜まっ

てきておりますが､同時に被災の映像を見るたびに､元気でいる事の有難さ

を実感しております。

選手の安全を確保しながら､出来るだけ早く選手達とｸﾞﾗﾝﾄﾞにて会い､活動

出来るよう考えていきます。

石神井ﾏﾒｯｸｽFCに関係します皆様の､ご理解とご協力をお願い致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石神井ﾏﾒｯｸｽFC　監督　望月

.

■■■練習中止■■■

本日､3月11日(金)の練習は､地震の為､中止となります。

まずは､安全確保やご家族･関係者との連絡に最善を尽くして下さい。

★2011年度入会希望選手の募集は終了致しました。

　練習会へ参加されました選手､付き添われた保護者の皆様､誠に有難うございました。

　　　　　　☆★☆★2011年度入会希望選手対象　体験練習★☆★☆

　来年度の入会希望選手を対象とした体験練習となります。

石神井ﾏﾒｯｸｽFC･中学1年生の練習へ参加して､ﾁｰﾑの雰囲気を体験頂けます。

※参加の際に､ﾁｰﾑ案内と入会希望申込み書をお渡ししております。

◆練習参加日程◆

　●ご相談のうえ､日程をお決めします。

　　　※中学１年生の通常練習に参加頂きます。
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　　　※ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ下記にあります『問い合わせ』よりﾒｰﾙに

　　　　てご連絡下さい。

◆ﾁｰﾑ紹介

　　　…1992年創立･練馬区近隣の選手を対象として活動しています｡

来年度は創立19年目となり､東京都のｸﾗﾌﾞﾁｰﾑの中でも長い活動実績を持っています。

◆ﾁｰﾑｺﾝｾﾌﾟﾄ

　　…①ｻｯｶｰに真剣に取り組み活動する中で､ｻｯｶｰ選手としても､人間としても

　　　　　自立を目指す。

　　　②個々の選手の長所を伸ばす事を優先しながら､13～15才年代で最低限

　　　　必要なスキルを身に付けることを目標とする。

　　　※補足～色々な事が平均的に出来るようにする前に､まずは個々の選手

　　　　の特徴を活かし､個性的で特徴のある選手になってもらいたい。

　　　例→ﾎﾞｰﾙﾀｯﾁが柔らかい･視野が広い･運動量が多い･ﾄﾞﾘﾌﾞﾙがうまいｷｯｸがうまい･

　　　　　守備がうまい　等､どんな選手でも何らかの長所を持っています！

　

　　　③高校生年代においての〝のびしろ〟を持たせる。

以上のｺﾝｾﾌﾟﾄを大事にし､活動しています。

★練習会参加手続き★

・当ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの下部にございます､〝問い合わせ〟よりﾒｰﾙにてご連絡下さい。

・ﾒｰﾙ送信の際は､名前･電話連絡先(自宅)･現在在籍ﾁｰﾑを明記のうえ､参加希望日(複数可)を指
定下さい｡
・練習参加が可能な日程を､当ﾁｰﾑからご連絡致します。

・参加希望者が多数の場合は先着順とさせて頂きますので､ご理解お願い致します｡※ﾒｰﾙ送信後
７日以内に当ﾁｰﾑから連絡がない場合は､参加者多数の為､〝参加不可〟と､ご解釈下さい｡
・上記日程が都合つかず､参加出来ない場合は､他の日程にて出来る限り対応致します。

以上　宜しくお願い致します。

◆U-14選手権大会情報

…U-14選手権大会･2次ﾘｰｸﾞが１０月２４日(日)に終了しました。

１勝１分･勝ち点４(2位ﾁｰﾑとは総得点差)の結果により､ﾘｰｸﾞ３位となり､３次ﾘｰｸﾞ進出が決まりまし
た。

※3次ﾘｰｸﾞの日程･対戦ﾁｰﾑは､決り次第お知らせ致します!

ﾁｰﾑ関係者の皆様､試合の応援･ご協力､誠に有難うございました｡

３次ﾘｰｸﾞにおきましても､石神井ﾏﾒｯｸｽらしいｻｯｶｰを､期待･応援､宜しくお願い致します。

◆高円宮杯･全日本ﾕｰｽｻｯｶｰU-15選手権大会情報◆

…高円宮杯U-15大会･3次ﾘｰｸﾞが９月　４日(土)に終了しました。

３勝１敗･勝ち点９の結果により､ﾘｰｸﾞ２位となり､東京都ﾄｰﾅﾒﾝﾄに進出が決まりました。

ﾁｰﾑ関係者の皆様､試合の応援･ご協力､誠に有難うございました｡

都大会ﾄｰﾅﾒﾝﾄにおきましても､石神井ﾏﾒｯｸｽらしいｻｯｶｰをﾁｰﾑ一丸となりおこなっていきます。

今後の試合におきましてもﾁｰﾑへの応援・ご協力を宜しくお願い致します。

◆2010高円宮杯大会情報

…2010高円宮杯･2次ﾘｰｸﾞが７月４日(日)に終了しました。

１勝1敗1分･勝ち点4の結果により､ﾘｰｸﾞ２位となり､３次ﾘｰｸﾞ進出が決まりました。

※3次ﾘｰｸﾞは､7月17日(土)～9月5日(日)が大会期間となります。

※詳しい日程･対戦ﾁｰﾑは関連ﾆｭｰｽにて。
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ﾁｰﾑ関係者の皆様､試合の応援･ご協力､誠に有難うございました｡

３次ﾘｰｸﾞにおきましても､石神井ﾏﾒｯｸｽらしいｻｯｶｰを､期待･応援お願い致します。

2010/6/22 ◆2010高円宮杯の組み合わせ･日程が決まりました。詳しくは関連ﾆｭｰｽにて！

◆U-15選手権大会情報

…U-15選手権大会･2次ﾘｰｸﾞが４月２５日(日)に終了しました。

１勝２分･勝ち点５の結果により､ﾘｰｸﾞ２位となり､３次ﾘｰｸﾞ進出が決まりました。

※3次ﾘｰｸﾞの日程･対戦ﾁｰﾑはﾁｰﾑ関連ﾆｭｰｽにて!

ﾁｰﾑ関係者の皆様､試合の応援･ご協力､誠に有難うございました｡

３次ﾘｰｸﾞにおきましても､石神井ﾏﾒｯｸｽらしいｻｯｶｰを､期待･応援お願い致します。

2010/3/23 ◆U-15選手権大会の組み合わせ･日程が決まりました。詳しくは関連ﾆｭｰｽにて！

◆U-14選手権情報

…U-14選手権･3次ﾘｰｸﾞが12月12日(土)に終了しました。

２勝２敗･勝ち点６の結果により､ﾘｰｸﾞ２位となり､４次ﾘｰｸﾞ進出が決まりました。

※4次ﾘｰｸﾞの日程･対戦ﾁｰﾑはﾁｰﾑ関連ﾆｭｰｽにて!

ﾁｰﾑ関係者の皆様､試合の応援･ご協力､誠に有難うございました｡

４次ﾘｰｸﾞにおきましても､石神井ﾏﾒｯｸｽらしいｻｯｶｰを､期待･応援お願い致します。

◆U-14選手権･2次ﾘｰｸﾞ試合結果

vsLARGO　　　●0-1

vsFC台東　　　○2-0

vsｿﾙｺﾘｰﾅ　　　○9-1

vsKSCｳｴﾙﾈｽ　　○3-2

vs大宮ソシオ　○2-0

…2次ﾘｰｸﾞ･4勝1敗･勝ち点12の結果により､ﾘｰｸﾞ1位となり､3次ﾘｰｸﾞ進出となります。

ﾁｰﾑ関係者の皆様､試合の応援･ご協力､誠に有難うございました｡

★☆★祝!!　初得点!!★☆★

今期より､JFL－アルテ高崎に入団しました､石神井ﾏﾒｯｸｽFC出身の秋葉　勇志選手が､JFL－後
期第３節･MIOびわこ草津戦に途中出場し､得点しました。
今後の活躍に期待し､応援宜しくお願い致します。

◎選手経歴…緑SC→石神井ﾏﾒｯｸｽFC→浦安JSCﾕｰｽ→浦安JSC(ﾄｯﾌﾟ)

★☆★祝!!　初出場!!★☆★

今期より､JFL－アルテ高崎に入団しました､石神井ﾏﾒｯｸｽFC出身の秋葉　勇志選手が､JFL－後
期第２節に出場しました。
今後の活躍に期待し､応援宜しくお願い致します。

◎選手経歴…緑SC→石神井ﾏﾒｯｸｽFC→浦安JSCﾕｰｽ→浦安JSC(ﾄｯﾌﾟ)

　

★☆★祝!!　初のスタメン出場!!★☆★

石神井ﾏﾒｯｸｽFC出身の横山知伸ｸﾝ(22) が､J1　川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚにてＪﾘｰ

ｸﾞへの初ｽﾀﾒﾝ出場を果たしました(祝)

先日５月17日のvs大宮に､DF１８番で初のｽﾀﾒﾝ出場を果たし､後半37分

までﾌﾟﾚｲしました。

今期入団にも関わらず、すでにｽﾀﾒﾝ出場を果たすとは､横山ｸﾝのｻｯｶｰに対する思いが感じられま
す。

選手経歴…ｴｸｾﾚﾝﾄ→石神井ﾏﾒｯｸｽFC→帝京高校→早稲田大学
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2008/7/16

2008/7/8

2010/7/13

2010/4/28

2009/12/15



◎石神井ﾏﾒｯｸｽ時代◎

とにかくｻｯｶｰが好きで､ｻｯｶｰする時間を自分で作れる選手でした｡

ﾎﾞｰﾙｺﾝﾄﾛｰﾙは柔らかく､特に左足のｷｯｸを練習していたのを覚えています｡

ﾌﾟﾛになる選手はどこでｻｯｶｰしていてもｻｯｶｰを大事にし､ｻｯｶｰする楽しさを忘れない

･楽しめるのだと､確認させてもらいました。

関係者の皆様､今後の横山ｸﾝの応援宜しくお願い致します

★☆★祝!!　初出場!!★☆★

石神井ﾏﾒｯｸｽFC出身の横山知伸ｸﾝ(22) が､J1　川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚにてＪﾘｰｸﾞ初出場を果たしました(祝)

先日4月2日のvs札幌にSUBとして初のﾍﾞﾝﾁ入りを果たし､本日4月12日のvs大分に89分からの出
場を果たしました｡
今期入団にも関わらず、すでに出場を果たすとは､横山ｸﾝのｻｯｶｰに対する思いが感じられます。

選手経歴…ｴｸｾﾚﾝﾄ→石神井ﾏﾒｯｸｽFC→帝京高校→早稲田大学

◎石神井ﾏﾒｯｸｽ時代◎

とにかくｻｯｶｰが好きで､ｻｯｶｰする時間を自分で作れる選手でした｡

ﾎﾞｰﾙｺﾝﾄﾛｰﾙは柔らかく､特に左足のｷｯｸを練習していたのを覚えています｡

ﾌﾟﾛになる選手はどこでｻｯｶｰしていてもｻｯｶｰを大事にし､ｻｯｶｰする楽しさを忘れない

･楽しめるのだと､確認させてもらいました。

関係者の皆様､今後の横山ｸﾝの応援宜しくお願い致します

2008/1/31 ☆関連ﾁｰﾑ浦安JSC(千葉県1部)が横浜FC(J2)と練習試合を行いました!詳細はﾁｰﾑ関連ﾆｭｰｽに
て◆◆石神井ﾏﾒｯｸｽFC出身選手がJﾘｰｶﾞｰに!!◆◆

　石神井ﾏﾒｯｸｽFC出身の横山知伸ｸﾝ(22) が､J1　川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚに入団が決まりました｡

　選手経歴…ｴｸｾﾚﾝﾄ→石神井ﾏﾒｯｸｽFC→帝京高校→早稲田大学

◎石神井ﾏﾒｯｸｽ時代◎

とにかくｻｯｶｰが好きで､ｻｯｶｰする時間を自分で作れる選手でした｡

ﾎﾞｰﾙｺﾝﾄﾛｰﾙは柔らかく､特に左足のｷｯｸを練習していたのを覚えています｡

ﾌﾟﾛになる選手はどこでｻｯｶｰしていてもｻｯｶｰを大事にし､ｻｯｶｰする楽しさを忘れない

･楽しめるのだと､確認させてもらいました。

…速報…

1月13日に全日本大学選手権大会決勝戦が国立競技場で行なわれました。

対戦は早稲田大vs法政大で､２－０で早稲田大が優勝しました。

横山ｸﾝは､高校時代にｲﾝﾀｰﾊｲで全国優勝を経験しており､選手生活２度目の全国優勝となりまし
た。

関係者の皆様､今後の横山ｸﾝの応援宜しくお願い致します。

　　◆◆石神井ﾏﾒｯｸｽFC　OB情報◆◆

1月2日･3日･5日に行なわれました､全国高校ｻｯｶｰ選手権大会２・３回戦と準々決勝の都立三鷹高
校の試合結果！
◆1月2日　vs矢板中央(栃木)　１－０(0-0･1-0)

◆1月3日　vs宮城工業(宮城)　２－０(2-0･0-0)

◆1月5日　vs藤枝東高(静岡)　０－２(0-1･0-1)

本日5日の試合

…OBの吉野　康次郎ｸﾝ(高２)はFW11番としてスタメン出場しました。

…OBの及川　慧竜ｸﾝ(高２)は17番で後半途中から出場。

全国大会でのﾍﾞｽﾄ８という成績は立派なものです。今後の石神井ﾏﾒｯｸｽFC出身選手の活躍を期
待し応援宜しくお願い致します。

☆関連ﾁｰﾑ､白ふじSCが平成19年度練馬区民大会･西地域決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄで〝優勝〟!!
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☆速報…浦安JSCのﾄｯﾌﾟ(千葉県1部)関東大会ﾍﾞｽﾄ８!!

　　　　※詳しくは､リンクより浦安JSCﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞへ

◆リンク欄へ、関連ﾁｰﾑ“浦安JSC”追加しました。

　　　※石神井ﾏﾒｯｸｽ卒業生が多く活躍しています｡

2007/2/5 ☆関連ﾁｰﾑ浦安JSC(千葉県1部)が東京ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ1969(J2)と練習試合を行いました!詳細はﾁｰﾑ関
連ﾆｭｰｽにて

2006/5/17 マメックス卒業生,JFL-横河武蔵野FC入団!詳しくはチーム関連ニュースにて。

2006/5/11 ☆関連チーム浦安JSC(1種)県大会優勝!詳しくは、チーム関連ニュースにて。

2007/5/21

2006/5/26 ☆関連ﾁｰﾑ浦安JSC　VS　東京ｳﾞｪﾙﾃﾞィ(ｻﾃﾗｲﾄ)の試合が行なわれました!詳しくはﾁｰﾑ関連ﾆｭｰｽ
にて…

2008/1/5

2007/11/12


