愛知フットボールクラブ
U-15

高円宮杯全日本ユース(U-15)サッカー選手権

全国大会出場！

活動報告 2009

決勝Ｔ進出ならず．．．

高円宮杯全日本ユース(U-15)サッカー選手権の全国大会に出場しま

予選リーグ
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最終順位

得失点差で予選リーグ

１位

２位となり、惜しくも

２位

愛知ＦＣ

決勝トーナメント進出

3位

モンテディオ山形庄内

はなりませんでした。

4位

横浜Ｆマリノス追浜

セレッソ大阪

1 勝２分

１勝２分

勝点５

勝点５

＋１

１勝２敗
２分１敗

＋２

勝点３
勝点２

―２
－１

しかし予選リーグの対
戦相手がすべてＪリー

[東海大会]

グの下部組織と厳しい戦いの中、勝ち点を５まで積み上げ互角以上

1 回戦

の戦いができたことは、選手・スタッフの健闘を称えることのでき

２－１ジュビロ沼津

る大会であったと言えるでしょう。

準決勝

高円宮杯全日本ユース(U-15)サッカー選手権東海大会に於いては 1

２－１(延長)岐阜 VAMOS

回戦で静岡予選１で夏のクラブユース選手権全国３位の強豪ジュビ

３位決定戦

ロ沼津と対戦し、見事２－１で勝利し全国大会出場を決めました。

３-0ＪＵＶＥＮFC

U-18

愛知県ユースリーグ 2 部

昨年は２部降格と苦

次年度、１部昇格（復帰）決定！
第 1 節○vs.春日井東 7-2

第 2 節○vs.小牧 1-0

汁をなめましたが、見

第 3 節○vs.春日丘 5-1

第 4 節○vs.横須賀 3-0

事１年で１部昇格（復

第 5 節●vs.松蔭 1-3

第 6 節○vs.愛知朝鮮 4-1

帰）を果たし、次年度

第 7 節○vs.知多翔洋 4-3

第 8 節●vs.刈谷北 1-3

はプリンス昇格を目

第 9 節○vs.長久手 6-0

指し戦います。

U-14

愛知ＦＣ庄内

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じたリーグ戦である「愛知県３種(U-14)サッカーリ
ーグ」の 2 部に所属している「愛知 FC 庄内」はリーグ戦を 2 位で終え、次年度念
願の１部昇格を果たしました。又、現在 1 部在籍の愛知ＦＣ・愛知ＦＣ一宮も次年
度 1 部残留を決め、2010 年度はジュニアユース全３チームが１部（１４チーム）に
に在籍することとなります。

U-15

日本クラブユース(U-15)サッカー選手権

東海大会出場！

愛知県準優勝！

日本クラブユースサッカー

[愛知ＦＣ]

[愛知ＦＣ庄内]

(U-15)選手権の愛知県大会

決勝 0-3 名古屋グランパ

3次L

おいて、今年度は押切(愛知

ス

0-2 愛知 FC

2 位)・は東海大会出場を果

準決勝 2-0 名東クラブ

2-0 セントラル豊橋

し、庄内(愛知県９位）は惜

3次L

0-1 グランパス三好

くもあと１勝で出場逃しま

2-0 愛知 FC 庄内

２次 L

た。

3-1 グランパス三好

0-1 名東クラブ

1-0 セントラル豊橋

1-0 ドルフィン FC
0-0 名古屋 98

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

[決勝Ｔ]

決める全日本少年サッカー大会に

準決勝 0-1 名古屋グランパス

於いて愛知ＦＣは、準決勝で名古

[２次予選]

屋グ ラ ンパ ス と 対戦 。 惜し くも

1-0ＯＷＬＥＴ

0-1 で敗れ全国大会出場は成りま

3-0 ヴェルメーニ

せんでした。全国大会に出場した

[１次予選]

名古屋グランパスは見事全国制覇

3-0 大森 FC

を成し遂げました。

3-0 フェルヴォール愛知

U-1３

愛知県ユース(U-13)サッカー選手権

準優勝！

名古屋市大会優勝・準優勝

U-13 年代の No.1 を決めるプ

[愛知県]

レミアムカップ愛知県大会に

決勝：0-1 名古屋グランパス

於いて愛知ＦＣは準優勝しま

準決勝：1-0 知多 SC

した。

1 回戦：1-0 グランパス三好

名古屋市大会でもＡ・Ｂ同志
の決勝戦が実現し、見事２チ

[名古屋]

ームが県大会出場の快挙を成

決勝：愛知 FCＡ6-1 愛知 FCＢ

し遂げました。

準決勝:
愛知 FCＡ3-0 名東クラブ
愛知 FCＢ0-0(PK4-2)みずほ FC

U-12

ＭＵＦＪカツプ

優勝！

３連覇達成

毎年６年生最後の公式戦である愛知県チャンピオンズ

決勝戦：

カップ「ＭＵＦＧカップ」が開催されました。各地位の

2-1 一宮ＦＣ

のチャンピオン６チームが集まった中で見事、優勝し３

準決勝：

３連覇を達成しました。

5-0 アズーリ豊橋

有終の美を飾ることができました。

１回戦：
4-1 グランパス三好

U-15

高円宮杯全日本ユース(U-15)サッカー選手権

愛知県準優勝！

東海大会出場

愛知県のクラブ・中学校の

[愛知 FC]

No.1 を決める高円宮杯全日

決勝 1-4 名古屋グランパス

本ユース(U-15)選手権大会に

準決勝 2-1 フェルヴォール愛知

於いて愛知ＦＣは惜しくも決

２回戦 3-0 滝の水 FC

勝で敗れましたが見事準優勝

1 回戦 1-0 豊田 AFC

し 2 年ぶりの東海大会出場を
果たしました。

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１０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カテゴリーて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。
[愛知ＦＣ]
vs 漢洋中 Ａ0-3 Ｂ0-8vs 東北中 Ａ1-4 Ｂ0-7vs キョンヒ中 Ａ0-4 Ｂ0-2
[愛知ＦＣ庄内]
Ａ0-1 千戸 Ｂ1-5 南大門 Ｃ0-7 千戸Ｂ1-3 南大門 Ｃ2-2 南大門 B Ａ0-5 ソ
ウル市選抜Ｃ2-0 東大 U13 Ｂ2-2 東大 U14 Ａ1-3 東大 U15

U-１2

フジパンカップ

愛知県 3 位！

全国優勝チームに惜敗．．．

愛知県大会準決勝で、夏の全日愛知県予選で

◆東海大会

で敗れ、全国大会を制した名古屋グランパス

準決勝１－２(延長)名古屋グラン

スと再び対戦することができた。試合は先制

パス

制されるも、同点に追いつき延長戦に突入。 ２回戦１－０東海スポーツ
延長で失点を許し惜しくも敗れはしたが大

１回戦６－０アクア知立

健闘することができました。

U-15

愛知 FC 招待サッカー2008 開催

優勝は三菱養和！

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。
2009 結果
決勝
準決勝

三菱養和０－０(PK5-4)浦和レッズ
三菱養和１－０愛知 FC

浦和レッズ２－０鹿島アントラーズノルテ
参加チーム：
浦和レッズ・三菱養和・横浜 FC・ヴァンフォーレ甲府・ヴィッセル神戸・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・ＨｏｎｄａＦＣ・
グランパス三好・FCＯＩＴＡ・SQUARE 富山・豊田市トレセン・愛知ＦＣ・愛知
ＦＣ庄内・愛知ＦＣ一宮

準優勝は浦和レッズ

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２９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
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-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

◆東海大会

リンピック東海大会」では予選リーグを通過す

決勝戦

るも決勝で敗れ、準優勝となり惜しくも全国大

：1-1(PK１-3)名古屋グラン

会出場はなりませんでした。

パス
準決勝：
2-1 カワイ体育教室
1 回戦：3-0 若鮎長良 FC

U-1２スクール

秋田豊氏(元日本代表)による「サッカー教室」を開催
秋田豊氏元日本代表による「サッカー教室」を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
とのできない元日本代表に直接指導
導してもらうことで今後の良い励み
みになればと言うことで行われてお
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
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-1２スクール

グランパス三好との交流試合＆Ｊリーグ・グランパスホーム最終戦観戦

１１月２８日（土）にグランパス三好のスクール生と練習試合を行いました。天然
芝の上で元気一杯にボールを追いかける子供達の
の姿が印象的でした。日頃の練習の成果を発揮す
ることができたと思います。
試合後は豊田スタジアムに移動して「グランパス
×モンテディオ」のＪリーグホーム最終節を観戦
し、サポーターの熱気とプロ選手のプレーを肌で
感じることができました。

最新の情報は公式ホームページで

http://aichifc.co.jp/

