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U-12 全日本少年サッカー大会 全国大会出場 ４年ぶり９回目 愛知県大会優勝！ 

 

7 月 31 日から 8 月 7 日まで福島県のＪ

Ｊヴィレッジで行われた「第34 回全日本

本少年サッカー大会」に愛知県代表と

して出場しました 。48 チームが 8 グル

ープ・6 チームに分かれた 1 次ラウンド

では、5 戦 3 勝 2 敗で予選 A グループ

3 位のため決勝トーナメント進出は成り

りませんでした。同じグループで決勝ト

ーナメント進出したディアブロッサ高

田・柏レイソルは共に準決勝(ベスト４)

に進出し、結果厳しいブロックでの戦い

いでしたが、今後の良い経験になったと思います。大会からはフェアプレー賞を受賞することができまし

た。応援ありがとうございました。 

優勝 ：バディーサッカークラブ（神奈川県）★初優勝 

準優勝：ディアブロッサ高田ＦＣ（奈良県） 

第３位：ＥＸＥ９０ＦＣ（大阪府）・柏レイソル（千葉県）  

敢闘賞：ディアブロッサ高田ＦＣ（奈良県）／努力賞：ＥＸＥ９０ＦＣ（大阪府） 

グッドマナー賞：柏レイソル（千葉県）／フェアプレー賞：愛知ＦＣ（愛知県） 

 

 

★全国大会 

[予選Ｌ] 

4-0 就将ＳＣ 

5-0 ソルニーニョ FC 

0-1 ディアブロッサ高田 

2-4 柏レイソル 

8-1 福井中央 FC 

 

 

 

愛知県の小学生チームの No.1 を決める

全日本少年サッカー大会に於いて愛知

ＦＣは、準決勝で名古屋グランパスと対

戦。PK 戦の末、見事勝利し決勝進出を

果たすとともに 4 年ぶり９回目の全国大

会出場を決めました。決勝では東海ス

ポーツにも勝利し、愛知県を制覇し、第

１代表として全国大会に臨みます。（昨

年度、グランパスが全国優勝したので

今年度は愛知県出場枠が２枠となりま

した） 

 

★愛知県大会 

決勝： 

3-0 東海スポーツ 

準決勝： 

1-1PK4-3 グランパス 

2 次予選 

2-0 春日井西部 

1-0 名東クラブ 

１次予選 

5-0 朝日丘 FC 

10-0 ブリーザ神戸 

 

 

 

U-18 愛知県ユースリーグ 1 部 次年度、１部残留決定！ 

 

昨年２部より１年で１部昇格（復帰）を果

たし、今年度はプリンス昇格を目指しの

ぞんだ１部リーグでしたがリーグ中盤で

勝ちきれず勝ち点を重ねられなかったこ

とがひびき、最終順位７位で終了しまし

た。この結果、次年度の１部残留が決定

しました。 

 

 

 

 

 

第 1 節○vs.名古屋 4-0    

第 2 節△vs.刈谷 2-2 

第 3 節●vs.愛知 2-3 

第 4 節○vs.高蔵 4-3 

第 5 節○vs.名東 1-0 

第 6 節●vs.松蔭 1-3 

第 7 節●vs.名電 2-4 

第 8 節○vs.三河 3-2 

第 9 節●vs.東邦 1-4 

第 10 節●vs.東海学園 0-1 



U-14 愛知県３種(U-14)サッカークラブリーグ 優勝！  東海リーグ昇格決定Ｔ戦進出 

 

新チームになって最

初の公式戦である愛

知県３種(U-14)サッ

カークラブリーグに

おいて愛知 FC が見

事優勝しました。１０

月～１月までの長丁

場の戦いでしたが、

11 勝 1 分 1 敗の好

成績を治めることが

できました。登録選

手 30 人全員が試合

に出場することもで

き、まさにチーム一

丸となってのタイトルとなりました。 

 

 

○13-1 愛知 FC 一宮 

○3-0 シルフィード 

○4-0 フェルボール愛知 

△3-3 グランパス三好 

○12-0 東海スポーツ 

●0-1 名東クラブ 

○2-1 NagoyaSS 

○2-1 フェルボール小牧 

○9-1 セントラル豊橋 

○4-0 愛知 FC 庄内 

○3-0 高浜 FC 

○2-0 知多 SC 

○3-1 SC 豊田 

 

11 勝 1 分 1 敗 優勝！ 

 

 

U-15 日本クラブユース(U-15)サッカー選手権 愛知 FC 一宮 初優勝 東海大会出場！ 

 

日本クラブユースサッカー(U-15)選手権の愛知県大会決勝において、愛知 FC×愛知 FC 一

宮の兄弟チーム対決が実現しました。試合は 2-0 で愛知 FC 一宮が勝利し初優勝を成し遂

げました。共に東海大会出場を果たしました。 

 

 

決勝 

愛知 FC0-2 愛知 FC 一宮 

 

[愛知 FC] 

準決勝 1-0 ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ三好 

3 次 L 1-0 ﾌｪﾙﾎﾞｰﾙ愛知 

1-0 高浜 FC 2-0 滝の水 FC 

 

[愛知 FC 一宮] 

準決勝 1-0NagoyaSS 

3 次 L 4-1SC 豊田 

1-0RiverSideFC 2-1FC ｾﾝﾄﾚｱ 

 

 

 

OB 中西哲生氏 講演会＆選手育成プロジェクト 

 

毎年恒例の U-18 及び U-15 の選手父兄を対

象とした新年度オリエンテーションが名古屋市

中小企業振興会館メインホールで開催されま

した。午前の新入会員父兄対象のオリエンテ

ーションに続き午後は 2010 年度活動説明等

の会員全体オリエンテーションが行われまし

た。又、今年は終了後に愛知 FC のＯＢでもあ

るスポーツジャーナリストの中西哲生氏による

「サッカーと教育」と題した講演会が行われ好評を博しました。終演後は母親軍団に取り囲まれ写メの嵐にあうほど人気ぶりを発揮

していました。 

又、2001 年度の選手育成プロジェクトとし可能性ある有望な選手の育成を目指し、中西氏の全面サポートにより U-15 年代の有望

選手の活動を支えていくこととなりました。既に選考会を終え、今後の活躍を期待したいと思います。 

 

 

 



U-15 愛知 FC 招待サッカー2010 開催 優勝は鹿島アントラーズノルテ 

 

毎年３月に全国の強豪チームを招き、クラブユース選手権の前哨戦となる大会として

位置づけられています。 

2010 結果 

決勝 

鹿島アントラーズノルテ 2-1 愛知 FC 

準決勝 

三菱養和 0-1 愛知 FC 豊田市トレセン 0-5 鹿島アントラーズノルテ 

参加チーム： 

モンテディオ山形庄内（山形）・鹿島アントラーズノルテ（茨城）・三菱養和（東京）・湘南ベルマーレ（神奈川）・ヤマハジュビロ磐田

（静岡）・ＨｏｎｄａＦＣ(静岡)・FC 岐阜(岐阜)・千里丘 FC(大阪)・神戸 FC（兵庫）・サンフレッチェ常石（広島）・FC ＯＩＴＡ（大分）・グラン

パス三好 FC・豊田市トレセン・愛知 FC・愛知 FC 庄内・愛知 FC 一宮 

 

 

 

父兄対象講演会「育成年代の選手に対する指導者・父兄の係り方について」 

 

12 月 5 日に名古屋グランパス育成普及部テ

クニカルディレクターの松永英機氏お招きしク

ラブ父兄を対象とした「育成年代の選手に対

する指導者・父兄の係り方について」の講演

会を行いました。日本サッカー協会スタッフや

Ｊリーグ監督をした経験のある松永氏から

「育成年代の選手に必要なもの」を体験談を

交えてお話して頂きました。愛知フットボール

クラブでは、この様な講演会を開き、選手だけではなく保護者の方々とも一緒に選手育成をしていきたいと考えています。 

 

 

 

U-１2 フジパンカップ 東海大会 準優勝  

 

東海大会決勝戦は愛知県大会決勝戦で

0-3 と完敗した名古屋グランパスと再び対

戦することができた。試合はお互いに決め

きれずＰＫ戦で惜しくも敗退しました。 

 

◆東海大会 

決勝 

0-0(EX0-0・PK3-4)名古屋グランパス 

準決勝 6-0 ｱｽﾙｸﾗﾛ沼津 

1 回戦 2-1 津田 FC 

 

 

U-14 韓国遠征 愛知 FC・愛知 FC 庄内 ２チームが参加 

 

愛知ＦＣジュニアユースでは１１年前からＵ－

１４(中２)がタイ・バンコクなどに海外遠征して

います。今回は２カテゴリーで韓国遠征を行

いました。ユース年代に国際経験を積むこと

で世界に通用する選手育成を目指します。 

 


