愛知フットボールクラブ
U-18

Ｊユースサハラカップ 2007

Ｊリーグユース選手権

活動報告 2007

３年連続全国大会出場！

１１月４日（日）滋賀県佐川グラン

[全国大会]

ドで行われた「Ｊユースサハラカッ

1 回戦

プ 2007

[代表決定戦]

Ｊリーグユース選手権大

0-1

ガンバ大阪

関西・北信越・東海代表決定戦」で

1-0 エストレラ姫路（関西）

東海地区予選を勝ち抜いた愛知Ｆ

[東海大会]

ユースは、関西代表エストレラ姫路

決勝

を 1-0 で破り、３年連続の全国大会

準決勝

3-2

ＨｏｎｄａFC

2-0

守山 FC

（本大会）出場を決めました。

U-14

新人戦愛知県大会

愛知 FC 庄内

優勝！

愛知県ＮＯ．１・チャンピオン！

愛知県ユース(U-14)サッ

◆愛知ＦＣ庄内

◆愛知ＦＣ

ッカー選手権の愛知県大

決勝

大会は各地域予選を勝ち

準決勝

ち抜いた 12 チームで行わ

予選 L

予選 L

われ、今年度は押切・庄

４-0 ﾌｪﾙｳﾞｫｰﾙ愛知

5-1FC ディバイン

内の２チームが揃って出

8-0 半田中

0-1 グランパス三好

2-0 グランパス三好
4-2 名古屋 FC

出場しました。その中で
愛知ＦＣ庄内が決勝でグ
グランパス三好を２－０
０で破り見事、優勝しました。昨年の押切・一宮揃ってのベスト４進
出・一昨年の押切・庄内・一宮の 3 チーム同時県大会出場に続く快挙
を成し遂げました。

U-15

高円宮杯全日本ユース(U-15)サッカー選手権

東海大会出場！

愛知県大会準優勝

愛知県のクラブ・中学校の No.1 を決

[東海大会]

める高円宮杯全日本ユース(U-15)選

予選 L①1-5 清水エスパルス

手権大会に於いて愛知ＦＣは、5 年

予選Ｌ②5-2FC 松阪

ぶりに決勝進出。名古屋グランパス

予選Ｌ③2-3 岐阜 VAMOS

エイトに 2-4 で敗れましたが、東海

[愛知県大会]

大会出場を果たしました。東海大会

決勝戦：2-4 名古屋グランパスエイ

ではあと１つ勝てば全国大会出場と

ト

なりましたが、惜しくも敗れ、出場

準決勝：3-0 名東クラブ

は成りませんでした。

U-18

中日本ユースサッカースーパリーグ２００７参戦

昨年に引き続き「中日本

U-18：グランパス・中京大中京・富山第一・岐

ユースサッカースーパー

阜工・四日市中央工・近大付属・東京学館新潟・

リーグ」に参戦しました。

藤枝東・丸岡・神戸弘陵・草津東・浜名・星陵・

この大会は準公式戦なが

大垣工・松商学園・清水東・履正社・愛知 FC

ら東海・北信越・関西の

U-17:エスパルス・グランパス・京都サンガ・

選手権出場校を中心に有

ジュビロ・中京大中京・富山第一・岐阜工・四

力な高校・Ｊクラブが集

日市中央工・近大付属・東京学館新潟・藤枝東・

まり、独自のリーグ戦を

丸岡・神戸弘陵・草津東・浜名・星陵・大垣工・

開催し互いに切磋琢磨し

奈良育英・松商学園・清水東・履正社・愛知 FC

レベルアツプをしていこ
うとするものです。リー
グ戦は U-18 と U-17 の２つのカテゴリーに別れて開催され愛知 FC ユースはい
づれのカテゴリーにも参加しています。

U-12

フジパンカップ

東海大会

2 年連続優勝

愛知県第１代表で出場したフジパンカ

◆東海大会

ップ東海大会では昨年に続き 2 年連続

決勝戦：5-0 名古屋 FC

優勝しました。

準決勝：5-0 上野東 SSS

愛知県大会では 2 回戦で優勝候補グラ

1 回線：6-0 茜部 SS

ンパスを 3-0 で破りましたが決勝では
惜しくも敗れ準優勝でしたので、東海大
会でリベンジすることができました。

U-12

ＭＵＦＧカップ(卒業記念大会)

優勝！

初代王者に！

毎年６年生最後の公式戦である愛知県チャンピオンズカップが「ＭＵＦＧカップ」

決勝戦：2-1 フェルヴォール

と装い変え開催されました。各地位のチャンピオン６チームが集まった中で見事、

準決勝：8-0AFC-AGUI

初代王者となりました。

1 回線：0-0(PK4-2)名古屋グランパ

有終の美を飾ることができました。

ス

U-14

タイ・バンコク遠征

タイ U-14 代表と対戦

愛知ＦＣジュニアユースでは８年前か
らＵ－１４(中２)がタイ・バンコクに
海外遠征しています。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。又、前回に続き
「Ｕ－１４タイ代表」との親善試合が
実現することができました。
◆8/26
愛知 FCU-14 選抜

0-1

タイ代表 U-14

U-16

韓国遠征

韓国有力チームと対戦
愛知 FC ユース（U-16）は、8/18－21 の 3 泊 4 日で韓国遠征を行いました。初日は、
ワールドカップを 2 試合観戦しました。交流試合は韓国の強豪チームと戦うことがで
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。
の経験を生かして一層のレベル向上を目指していきたいと思います。

U-14

愛知県ユース(U-14)サッカー名古屋市大会

決勝戦

愛知 FC×愛知 FC 庄内

Ｕ－１４年代のチャンピオンを決める愛

決勝

知県ユース（Ｕ－１４）サッカー大会の

愛知ＦＣ2-0 愛知ＦＣ庄内

出場権をかけて行われる名古屋市大会に

準決勝

おいて、決勝戦に愛知ＦＣと愛知ＦＣ庄

愛知ＦＣ庄内 2-0 名古屋 FC

内それぞれが進出し史上初の兄弟対決の

愛知 FC3-1 愛知 FC・B

決勝戦が実現しました。３つしかない出
場権の２つを占め、２月から始まる県大
会にコマを進めました。

U-1３

愛知県ユース(U-13)サッカー選手権

3 位！

名古屋市は優勝！

U-13 年代 の No.1

[愛知県]

[名古屋]

を決めるプレミア

準決勝：0-3 名古屋グランパス

決勝：1-0 滝の水 FC

ムカップ愛知県大

予選 L

準決勝:2-0 名古屋 98FC

会に於いて愛知Ｆ

2-0 瀬戸 FC

5 回戦:2-0NagoyaSS

Ｃは３位入賞しま

3-0 知多 SC

4 回戦:4-0 名古屋 FC

した。名古屋市予
選では無失点で２
年連続優勝しまし
た。

U-15

愛知 FC 招待サッカー2007 開催

優勝はヴィッセル神戸

毎年３月に韓国 U-14 代表をはじめ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。
2007 結果
決勝
準決勝

ヴィッセル神戸 3-0 名古屋グランパス
京都サンガ 0-1 ヴィッセル神戸

グランパス 1-1 浦和レッズ

参加チーム：
韓国 U-15・浦和レッズ・三菱養和・京都サンガ・清水エスパルス・ヴィッセル神
戸・ジェフ辰巳台・ジュビロ磐田・名古屋グランパス・鹿島アントラーズノルテ・
サンフレッチェ常石・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

U-18・U-15

母親セミナー「試合期のサッカー選手の食事のとり方について」を開催
１１月２４日に管理栄養士の柴崎先生をお招きし、ユース・ジュニアユースの母親を
を対象とした「試合期のサッカー選手の食事のとり方について」の講習会を行いまし
した。愛知フットボールクラブでは、この様な講習会を開き、選手だけではなく保護
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。ナショナルトレセン
ンスタッフの経験をお持ちの先生から「選手としての食事の在り方」や「家庭での食
食事方法の工夫」などについて約 1 時間半講義をしていただきました。

U-1２スクール

秋田豊選手による「Ｊリーガーサッカー教室」を開催

昨年好評を頂いた秋田豊選手による「サッカー教室」を今年も開催することがで
きました。ジュニア（小学生）スクール生を対象に、日頃あまり接することので
きないＪリーガーに直接指導してもらうことで今後の良い励みになればと言うこ
とで行われております。日本を代表する名選手から直接アドバイスや一緒にプレ
ーしたりして、練習後は色々な質問に気軽に応じてもらいました。選手たちにと
って良い思い出になったことでしょう。

U-10

ＪＡチビリンピック

東海大会

準優勝！

８人制大会の全国大会出場を決める「ＪＡチビリンピ

◆東海大会

予選 L

ック東海大会」では予選リーグを通過するも決勝で敗

決勝戦：0-0(PK2-3)名古屋グランパ

7-0 河辺少年

れ、準優勝となり惜しくも全国大会出場はなりません

ス

4-0Estrella

でした。

準決勝：1-0 一宮 FC

2-0FAMILIA

毎日新聞

３／１１・１８朝刊

「げんき白書」

浅野代表が紹介されました

掲載記事(一部抜粋)
◇クラブの魅力伝える
－－現千葉のＤＦ斎藤大輔選手や名古屋などで活躍したスポーツジャーナ
リストの中西哲生さんら、Ｊリーガー７人を輩出した愛知フットボールクラ
ラブ（ＦＣ）。創立者で代表の浅野洋一さん（58）は、１９７９年の創立時
時から約３０年にわたってユースの監督を務め、「部活のサッカー」とはひ
ひと味違う「クラブのサッカー」を地域に伝導してきた。
◆創立当時、日本のサッカーは学校と企業のものでした。しかし諸外国の中
中心はクラブ。いずれは日本もそうなっていくんだろうと思っていました。
ちょうど別組織で６歳の時から見てきた子どもたちが高校に上がり、バラバ
バラに散ってしまうという時にその子どもたちを中心にチームをつくりま
した。それが現在の愛知ＦＣです。
－－当初は十数人の高校生だけのチーム。全国的にも、クラブチームの存在
在が一般に浸透しているとは言い難い時代だった。
◎記事全文は毎日新聞ＨＰで閲覧できます
http://mainichi.jp/

→ページ内で「げんき白書」と検索

