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もっと楽しくサッカーを 
ＮＰＯ法人府中ＹＳＳ理事長 村山 健 

  
８月４日、５日の２日間、府中市少年サッカー場で第１６回目の「サッカーがもっと好きにな

る少年少女大会」を開催しました。当日の最高気温は、気象庁アメダス（府中観測点）で４日 34.7℃、

５日 35.4℃となりました。会場のピッチでは、WBGT 温度計測値による日本サッカー協会ガイド

ラインに沿った熱中症対策を行い、前半・後半の中間にCooling Break をとるなどで試合を実施

しました。このような猛暑の中、参加者の皆様にご協力いただき試合進行できたことを感謝いた

します。個人参加７２名による８つの即席チームと１１１チームの計１１９チームに参加いただ

き、盛大に催すことができました。今回も、ＦＣ東京に協力いただき、４日にＦＣ東京サッカー

クリニックを開催しました。当日のＵ１２の部、Ｕ１０の部の選手に楽しんでもらいました。 
また、府中ＹＳＳ会員ほかの皆様にご協力いただきました。この場をお借りして、参加された

皆様と、運営にご協力いただきました皆様に厚く御礼申し上げます。 
 ところで、私たちのサッカー日本代表の男子フル代表はFIFA ワールドカップ2018 ロシア大会

で、ベスト16 進み、３位になったベルギー戦では２対０とリードする健闘をしてくれました。ベ

スト８に進む可能性を示してくれて嬉しかったです。 
さて、今大会の試合に目を向けますと、大会趣旨の自分自身の判断でプレーすること「ベンチ

からコーチングしない」が大分浸透してきましたが、まだ趣旨を理解されずにベンチからプレー

の指示を出してしまうチームもありました。試合中、シュートするか、ドリブルするか、フェイ

ントで相手を抜くか、パスするかは、選手自身の判断で行うべきで、プレーした結果、あるいは、

プレーしようとした意図を見て、ほめること、励ますことが重要です。応援・声援は、大切です。

今回も「頑張れー！」「いいぞー！」「行け行け！」、そして攻守の良いプレーがあったら、素直に

「オー！」「ナイスプレー！」「拍手・・・」で盛り上げる。そしてゴールしたときには、大きく

応援者と選手が一体になって喜ぶ姿を見ることができました。４チーム毎に優勝チームがある表

彰式では、優勝に微笑む子、負けて悔しさを滲ませる子たちがいて例年通り感動しました。３回

前の大会より個人参加チームの優勝には、全選手に金メダルを用意しましたが、今回は U8 の部

「府中メッシ」、U10 の部「府中長友」、「府中本田」、U12 の部「府中原口」の4 チームがみごと

優勝し多くの選手がメダルを授与されました。 
 来夏も１７回目の「サッカーがもっと好きになる」大会を開きたいと思います。「サッカーがも

っと好きになる」趣旨が広まることを願っています。         
２０１８年８月６日記 

 

  （府中青少年スポーツサポートFuchu Youth Sports Support）  

http://park8.wakwak.com/~fyss/ 
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    電話090-5575-7521 ＦＡＸ 042-315-5813 Ｅメールfyss@ar.wakwak.com  

連絡所 〒183-0022 東京都府中市宮西町3-16-2 府中市少年サッカー連盟事務局 

電話042-360-5281  FAX 042-360-5283 Ｅメール toyosp@jcom.home.ne.jp 

NPO 法人府中ＹＳＳ 

1



 
 

サッカーがもっと好きになる少年少女大会２０１８ 
 
 

大会第１日 表彰チーム一覧（８月４日（土）） 

Ｕ１２の部 優勝 準優勝 第三位 敢闘賞 

Ａトーナメント 府中３ＦＣ－Ａ 国分寺三小ＷＥＵ１２ 宇津木サッカークラブ エルマーズ SHOY 

Ｂトーナメント エルマーズ SEITO 国立スリーエス 府中大迫 桃一サッカークラブ 

Ｃトーナメント 府中原口 八成フットボールクラブ 町田つるま SC-U11 小金井４SC－Ａ（５年） 

Ｄトーナメント Ｇ Ｆ 日野八小ＦＣ 国分寺三小ＷＥＵ１１ ＦＣ山野５年生 

Ｕ１０の部 優勝 準優勝 第三位 敢闘賞 

Ａトーナメント 府中長友 松原サッカークラブ 小金井４SC－Ｂ（４年） セボジータス 

Ｂトーナメント MＥＦＣ29 ブルー YN キッカーズ U９ 高島平サッカークラブＡ 青梅新町ＦＣショコラ 

Ｃトーナメント MEFC29 ホワイト ストロング YN キッカーズ U10 天沼フットボールクラブ 

Ｄトーナメント 府中本田 駒沢小サッカーチーム 高島平サッカークラブ B 宇津木SC チーム３ 

Ｕ８の部 優勝 準優勝 第三位 敢闘賞 

Ａトーナメント YN キッカーズ ホワイト 富士見丘少年蹴球団Ｂ FC アンビシオン U-7 碧山SC ネイビー 

Ｂトーナメント 府中メッシ 小柳小まむし坂ＳＣ－Ａ ＦＣ西新井ジュニア 猿楽FC 

Ｃトーナメント 富士見丘少年蹴球団Ａ 清水北FC 碧山SC オレンジ エルマーズ 

Ｄトーナメント YN キッカーズ オレンジ ＫＲＳ 宇津木サッカークラブ FC ラックボーン イエロー

Ｅトーナメント 南町アロー FC 桜丘 府中ロナウド 三鷹一小スポーツクラブ

Ｆトーナメント 大和田SC 明和ＦＣ FC ラックボーン ホワイト ストロングボーイズ１ 
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サッカーがもっと好きになる少年少女大会２０１８ 

 

大会第２日 表彰チーム一覧（８月５日（日）） 

Ｕ１２の部 優勝 準優勝 第三位 敢闘賞 

Ａトーナメント 宇津木ＳＣ U12 FC アンビシオン U-12 わらごまルビーナ ＦＣドミーニＪｒ 

Ｂトーナメント 瑞穂少年 SC FC 本宿 FC リベルタ６年 FC.Nadeshiko 

Ｃトーナメント MIRAIO FC U-12 ＵＮＯ八王子ＦＣ FC リベルタ５年 府中３ＦＣ－Ｂ 

Ｄトーナメント わらごまエルソル たまがわ SC 鑓水SC 小柳小まむし坂ＳＣ 

Ｕ１０の部 優勝 準優勝 第三位 敢闘賞 

Ａトーナメント 富士見丘少年蹴球団Ａ 平尾ｸﾞﾘｰﾝﾓﾝｽﾀｰｽ  ゙ FC リベルタ３年 高尾ＳＣ 

Ｂトーナメント 小平９小ＦＣ くにたちＪＦＣ（３年） MIRAIO FC U-10A ベルデ SC 

Ｃトーナメント わらごまﾋﾞｴﾝﾄ BRAVERY FC FC ﾗｯｸﾎﾞー ﾝﾚｯﾄ  ゙ 聖ヶ丘ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ゙  

Ｄトーナメント 瑞穂少年 SC 三鷹ﾚｯﾄﾞｿｯｸｽ（4 年生） 富士見丘少年蹴球団 FC.Nadeshiko 

Ｅトーナメント 富士見丘少年蹴球団Ｂ ミラクルキッズ 府中香川 MIRAIO FC U-10Ｂ 

Ｆトーナメント 宇津木SC FC リベルタ４年 小栁小まむし坂ＳＣ GFSC 

Ｕ８の部 優勝 準優勝 第三位 敢闘賞 

Ａトーナメント スポーカル六本木SC ストロング４１ 高尾ＳＣ 瑞穂少年SC 

Ｂトーナメント 三鷹ﾚｯﾄﾞｿｯｸｽ（2 年生） プリメイロス F.C. たまがわ SC ｱｽﾞｻｼﾞｭﾆｱ FC 

Ｃトーナメント 八王子七小ＳＣ わらごまティエラ 小栁小まむし坂ＳＣ－Ｂ 府中ネイマール 

Ｄトーナメント FC.Nadeshiko 高山SC U8 くにたちＪＦＣ ベルデ SC 

Ｅトーナメント わらごまティグル GFSC ミラクルキッズ 竹の子SC E チーム 

Ｆトーナメント 竹の子SC E チーム なかまちＦＣ ホワイトイレブンＵ８ 小金井４SC－Ｃ（２年）
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サッカーがもっと好きになる少年少女大会２０１９ 

２０１９年８月３日（土）、４日（日） 

会場：府中市少年サッカー場 

ご案内状は、２０１９年５月連休明け頃に発送予定です。 

ホームページhttp://park8.wakwak.com/~fyss/ にも掲載します。 

 
 

予定 
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