愛知フットボールクラブ
U-15

日本クラブユース(U-15)サッカー選手権

全国大会出場！

活動報告 2008

通算１０回目

愛知県大会で準優勝を果たし

[全国大会]

東海地区予選を勝ち抜いた愛

予選Ｌ

知ＦＣU-15 は福島県「Ｊヴィ

２－１

アルビレックス新潟

レッジ」で開催された日本ク

１－３

ジェフユナイテッド千葉

ラブユースサッカー選手権大

２－３

ガンバ大阪

会(U-15)に出場しました。

※予選Ｌ３位

結果は左記のとおりで残念な
がら決勝トーナメント進出は

優勝：名古屋グランパス

なりませんでした。しかしな

準優勝：ガンバ大阪

がら決勝トーナメント進出を

３位：横浜マリノス追浜・浦和レッ

かけた予選リーグ最終戦のガ

ズ

ンバ大阪戦は２－３の惜敗で
準優勝のガンバ大阪をあと一歩のところまで追い詰める戦いでした。選手は日本の
トップレベルの戦いの中で自信と課題をつかんでくれたものと思います。

U-15

日本クラブユース(U-15)サッカー選手権

2 チーム揃って東海大会出場！愛知県２位＆３位

日本クラブユースサッカー(U-15)選手権の東海大会は各地域予選を

[愛知ＦＣ]

[愛知ＦＣ庄内]

勝ち抜いた１６チームで行

決勝Ｔ

決勝

われ、今年度は押切(愛知県

6-1 愛知 FC 庄内

1-6 愛知 FC

2 位)・庄内(愛知県 3 位）

1-1(PK8-9)FC 四日市

予選 L

の２チームが揃って出場し

0-1 清水エスパルス

2-0 ジョカトーレ関

ました。その中でも 2 チー

予選Ｌ

1-1 名古屋 FC ｲｰｽﾄ
0-4 清水エスパルス

ム共に予選Ｌを勝ち抜き上

2-0 ジュビロ沼津

位で争われる決勝Ｔに進出

0-0 岐阜 VAMOS

することができました。又、

2-2FC.VERDURE

愛知ＦＣは見事ベスト４に
入り全国大会への出場を決
めました。

U-12

全日本少年サッカー大会

愛知県大会準優勝！
愛知県の小学生チームの No.1 を決め

[決勝Ｔ]

る全日本少年サッカー大会に於いて

決勝戦：0-1 名古屋グランパスエイ

愛知ＦＣは、２年ぶりに決勝進出。惜

ト

惜しくも名古屋グランパスエイトに

準決勝：3-0 名古屋 EAST

0-1 で敗れ全国大会出場は成りません

[２次予選]

んでした。

3-0 グランパス名古屋
5-0 西春 SSS
[１次予選]
2-0 高浜 FC
4-0 冨士松 FC

U-15

韓国

全羅南道知事杯国際大会

日本を代表して参加！
大韓サッカー協会からの招

[予選Ｌ]

招待を受け、日本を代表し

0-5 韓国代表 U-15Ｂ

「全羅南道知事杯国際大

1-3 ヤンサン中学

会」に参加しました。韓国

0-2 東ティモール代表 U-15

やカメルーンなどの国代表

0-6 スペインバスク選抜

表が参加する今大会に押

[順位Ｔ]

切・庄内・一宮の選抜チー

0-0(PK 勝) 東ティモール代表 U-15

ムで参加し、厳しい国際レ

0-1 ヤンサン中学

ベルを経験することができ

2-0 オーストラリアクイーンズ選抜

きました。

U-12

U-14

ＭＵＦＪカツプ

愛知ＦＣ一宮

優勝！

２連覇達成
毎年６年生最後の公式戦である愛知県チャ

決勝戦：

ンピオンズカップ「ＭＵＦＧカップ」が開催

2-0 グランパスエイト三好

されました。各地位のチャンピオン６チーム

準決勝：

が集まった中で見事、優勝し２連覇を達成し

5-1 豊橋リトルＪセレゾン

ました。

１回戦：

有終の美を飾ることができました。

3-1 フェルヴォール愛知

愛知県３種(U-14)サッカーリーグ

1 部昇格決定！

愛知県の中学生年代の年間を通

[入替戦]

3-1 名古屋ＦＣイース

じたリーグ戦である「愛知県３

2-1 NagoyaSS

ト

種(U-14)サッカーリーグ」の 2

[入替戦出場決定戦]

3-0 リベラール豊橋

部に所属している「愛知 FC 一

2-1 モノリス FC

1-0 東海スポーツ

宮」はリーグ戦を 2 位で終え、1

[2 部Ｂ]

1-1 名古屋 98FC

部昇格をかけた入替戦に出場

2-7 アクア FC

1-2 豊田 AFC

し、見事 1 部７位の NagoyaSS

1-4 フェルヴォール小

1-0 一宮 FC

を 2-1 で破り、次年度念願の一

牧

2-0 半田 SC

部昇格を果たしました。

U-1３

愛知県ユース(U-13)サッカー選手権

準優勝！

U-13 年代の No.1

[愛知県]

[名古屋]

を決めるプレミ

決勝：2-5 名古屋グランパ

決勝：愛知 FC0-3 名古屋 FC

アムカップ愛知

ス

準決勝:愛知 FC3-1 滝の水 FC

県大会に於いて

準決勝 2-0 知多 SC・A

5 回戦:愛知 FC2-0OWLET

愛知ＦＣは準優

予選 L

勝しました。

3-0 日進西
5-0 知多 SC・B

愛知 FC 庄内 0-1 名古屋 FC
4 回戦:愛知 FC3-0 港南中
愛知 FC 庄内 2-1NagoyaSS

U-14

韓国遠征

愛知 FC・愛知 FC 庄内・愛知 FC 一宮の 3 チームが参加
[愛知ＦＣ]

愛知ＦＣジュニアユースでは８年前か

2-3 忠毅中 0-1 三日中 2-3 安養中

らＵ－１４(中２)がタイ・バンコクなど

[愛知ＦＣ庄内]

に海外遠征しています。今回は３カテゴ

0-3 水原中 1-2 水原中 0-0 三日中

リーすべて韓国遠征を行いました。ユー

[愛知ＦＣ一宮]

ス年代に国際経験を積むことで世界に

0-6 三日中 1-6 水原中 3-2 栗田中

通用する選手育成を目指します。

U-18

中日本ユースサッカースーパリーグ２００8 参戦
昨年に引き続き「中日本ユ

U-18：グランパス・中京大中京・富山第一・岐

スサッカースーパーリー

阜工・四日市中央工・近大付属・東京学館新潟・

に参戦しました。この大会

藤枝東・丸岡・神戸弘陵・草津東・浜名・星陵・

準公式戦ながら東海・北信

大垣工・松商学園・清水東・履正社・愛知 FC

越・関西の選手権出場校を

U-17:エスパルス・グランパス・京都サンガ・

心に有力な高校・Ｊクラブ

ジュビロ・中京大中京・富山第一・岐阜工・四

集まり、独自のリーグ戦を

日市中央工・近大付属・東京学館新潟・藤枝東・

催し互いに切磋琢磨しレ

丸岡・神戸弘陵・草津東・浜名・星陵・大垣工・

ルアツプをしていこうと

奈良育英・松商学園・清水東・履正社・愛知 FC

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。

サッカークリニック

２月号

「愛知 FCU-12」が紹介されました

2009 年１月発売の専門誌「サッカークリニック」２月号に愛知 FCU-12 が掲載されました。
「U-12
を伸ばす」」と題して愛知フットボールクラブの活動方針等が巻頭ページにて紹介されていま
［掲載内容紹介］
「U-12」を伸ばす！／「将来」を大きく左右する、ジュニア年代の指導をクローズアップ／「プ
ロ」へのスタートとして フラメンゴ（ブラジル）の取り組み／ジュニア指導者に求められるも
林雅人（元フィテッセ［オランダ］U-11 監督）／戦う気持ちの育成を 愛知 FC U-12／ナショナ
トレセン U-14（後期）リポート／U-19 日本代表総括 布啓一郎・JFA 技術副委員長インタビュ

U-15

愛知 FC 招待サッカー2008 開催

優勝はタイ U-15 選抜！

毎年３月に韓国・タイの海外招請チーム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。
2008 結果
決勝
準決勝

タイ U-15
タイ U-15

２-１（延長）
２－０

ジェフユナイテッド千葉・辰巳台

ヴィッセル神戸

ジェフユナイテッド千葉・辰巳台

１－０

鹿島アントラーズ

参加チーム：
韓国 U-15・タイ U-15・浦和レッズ・三菱養和・ヴァンフォーレ甲府・ヴィッセル神戸・ジェフ辰
巳台・ジュビロ磐田・鹿島アントラーズノルテ・サンフレッチェ常石・大分トリニータ・グランパス三好 FC・豊田市トレセン・愛知Ｆ
Ｃ・愛知ＦＣ庄内・愛知ＦＣ一宮

U-１１

フジパンカップ

東海大会

小５で出場

大健闘の 3 位

激戦の愛知県大会を U-11(小５)を中心に構成

◆東海大会

れたチームで勝ち抜き、愛知県第２代表で出場

準決勝：0-1FC エストレージャ

たフジパンカップ東海大会では見事 1 回戦を勝

1 回線：3-0 美濃加茂コヴィーダ FC

することができました。準決勝では惜しくも惜
しましたが、参加対象が U-12 と１つ上の学年の
今大会では大健闘することができました。

U-15

高円宮杯全日本ユース(U-15)サッカー選手権

愛知県のクラブ・中学校の No.1 を決める高円宮杯全日本

３位

[愛知 FC]

[愛知 FC 庄内]

ユース(U-15)選手権大

準決勝：0-1 フェルヴォール

１回戦：0-6 愛知ＦＣ

会に於いて愛知ＦＣは

愛知

予選 L

惜しくも準決勝で敗

２回戦：3-1 梅坪台中

5-0 青山中

れ、３位でした。２年

１回戦：6-0 愛知ＦＣ庄内

1-2 セントラル豊橋

連続の東海大会出場は

予選 L

6-1 日比野中

成りませんでした。

9-0 木曽川中
11-1 刈谷 81FC
8-0 竜神中

U-12

夏休みスクールキャンプ

楽しい２泊３日

in

飛騨古川

毎年恒例になりました小学生ジュニアスクール生を対象にした「夏休みスクールキャンプ」」が今年も飛騨古川にて行わ
れました。
涼しい気候の中、芝生の上でサッカーを楽しみ、川遊びや魚のつかみ取り、和紙作り体験をして、夜はレクリエーション
大会や花火
を行うなど楽しい３日間を過ごしました。

最新の情報は公式ホームページで

http://aichifc.co.jp/

