
 

 

 

第４回一般財団法人福島県サッカー協会 

フットボールカンファレンス 2020 
 

 

 

 

 

 

 

福島 FA 育成の現状と課題 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般財団法人福島県サッカー協会技術委員会 
 

 

 

 

 

 

 

Fukushima  

Football 

Association 



1 

 

 

 

 

2020年度 福島県トレーニングセンター U12 活動報告 

報告者：U12 齋藤 優人 

 

◇ワールドチャレンジU12大会に参加して 

日時 2020年12月27日～30日 （Jヴィレッジ） 

結果 グループ予選３試合（２勝１敗）決勝トーナメント一回戦 負け 

 

１．守備 

対戦した相手〜ポジショニングがよく高い位置から積極的に奪う姿勢が目立つ。インターセプトを狙い、コントロールのミスを

意図的に狙うチームもあり、個として奪いきる選手が多い。グループとしても理解度が高く、チャレンジ &カバーの連続、集結な

どは素晴らしかった。 

 福島の選手の理解度、強度は今後も課題。セットプレーの質が高く、失点の半分はコーナーキックから。 

２．攻撃 

個のスキルでは福島の選手も素晴らしく、前向きが作れた時には数人が関わり、アイデア豊富な崩しも見られた。 

トーナメントに入ると相手チームの前線からの積極的な守備にロングボールが多くなってしまった。もう少し丁寧に繋ぐ事も促

すべきだったと思います。 

３．状況判断 

オフザボールでの情報収集を意図的に行う選手が少なかったが試合を重ねるごとに増えていき、判断の伴ったファーストタッチ

が見られるようになった。 

４．個人スキル 

キックの精度（左右、距離、種類全体的に劣る）、ドリブル時の視線の高さ（他県の選手でもオフでしっかりと観る事は多くない

がボールを持ちながら顔が上がる）、攻守に関わり続ける、コーチング（他県の選手はサッカーの理解度が高く、コーチングをしな

い選手の方が少ない、福島の選手も試合を重ねる毎に増えていった） 

【総評】 

コロナの影響を受け辞退するチームが増え出場機会を与えられました。スタッフ間でも様々な意見がありましたが、感染予防に最

大限の注意を払いながら参加しました。選考会以降トレーニングがなく前日練習T R Mで選手の適正等を判断し、チームとして何と

か形になりましたが、出場時間やポジションなどもっと工夫できたように思います。 

 

 

◇JFA 第44回全日本U-12サッカー選手権大会 視察報告書 

報告者：U12チーフ 瀬戸孝弘 

日時 2020年12月26日（土）～12月29日（火） 

場所 鹿児島ふれあいスポーツランド 鹿児島県立サッカー・ラグビー場 鹿児島県立鴨池補助競技場 白波スタジアム 

 

【 視察試合 】 

26日 1次ラウンド                    27日 1次ラウンド ㋫フレンドリーマッチ ⑯ラウンド16 

9：30 松川SSS  3-2 鳥取ｾﾘｵFC            9：30  松川SSS        1-5 江南南SS 

10：30 ﾂｴｰｹﾞﾝ金沢 3-2 ｳﾞｨｯｾﾙ神戸            10：30 ｿﾚｯｿ熊本     5-1 ﾂｴｰｹﾞﾝ金沢 

11：30 丸亀FC     3-0 ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ千葉FC        11：30 ｶﾞﾝﾊﾞ大阪門間  1-0 ベガルタ仙台 

13：15 松川SSS  0-6 福岡西FA             13：15㋫ 松川SSS    1-5 ｻｶﾞﾝ鳥栖 

14：15 ﾊﾞﾃﾞｨｰSC  5-1 清水ｴｽﾊﾟﾚｽ             14：15㋫ ながいﾕﾅｲﾃﾞｯﾄ 1-3 CAセレスト 

15：15 大分ﾄﾘﾆｰﾀ  4-0 ﾌｫﾙﾄｩﾅ               15：15⑯ ｳﾞｨｯｾﾙ神戸     1-2 ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃﾞｯﾄ千葉 

28日 準々決勝                      29日 決勝 

9：30  ｶﾞﾝﾊﾞ大阪門間     3-1 福岡西FA          9：30  FC ﾄﾙｱﾈｰﾛ町田 vs ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ千葉 

          鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽ  ゙       1-2 FC ﾄﾙｱﾈｰﾛ町田            前半0-1 後半1-0 合計 1-1 

10：45 横浜F・ﾏﾘﾉｽ      2-1 ｿﾚｯｿ熊本               延長前半0-0 延長後半0-0 延長合計0-0 

      ﾊﾞﾃﾞｨｰSC   2-2  PK3-4 ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄ千葉            PK 3-1 
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福島県チームが予選を突破するためには（視察を終えて） 

① 8人全員が攻撃の起点になり得て、的確な守備対応が出来なければならない 

  今大会ベスト 16 以上のチームを見ると、殆どのチームが各々の得意とするチームのカラーを持ちながらもＧＫを含めた 8 人で

ゲームを組み立てることが出来ていた。中でも、「ボールをチームで保持するとき」・「カウンターを仕掛けるとき」・「攻撃をやり直

すとき」・「個で仕掛けるとき」など、チームとしてどう戦うかを共有してプレーしているチームがあった。それを可能にしている

のが、８人全員の個人戦術・個人技術の高さである。一人でも個人技術、個人戦術の能力が低い選手がいると、そこから崩され失点

してしまう場面が、予選ラウンドで多く見られたことからも、ピッチに立つ 8 人全員が攻撃の起点になり得て、的確な守備対応で

きる個人技術・個人戦術を身に付ける必要がある。 

 

②選手間のコミュニケーション 

ベスト16進出チームと予選敗退チームで最も大きく感じた差は、試合中の選手間のコミュニケーションの取り方である。ピッチ

内ではチームの中心選手やキャプテンに対して、どんな選手もボールを躊躇なく要求し、判断が悪ければ指摘し、また良いプレー

には賞賛していた。予選敗退のチームでは、中心選手とキャプテンのみが言葉を発していることが多く、他のチームメイトが判断

の部分に指摘しているチームは少なかった。「選手として成長するため」・「チームが強くなるため」を全員が考え、その考えを声に

出せるチーム作りや、ピッチ内外での選手間の活発で差のないコミュニケーションをもっと増やしていく必要がある。 

 

③ベスト16・ベスト8進出チームの都府県チーム数と体格の比較（ＪＦＡ第44回全日本Ｕ-12サッカー選手権大会パンフレットの記載数字に基づく） 

都府県 チーム数 平均身長 平均体重 

大阪府 314 153.8 43.2 

福岡県 276 151.5 39.3 

茨城県 260 150.8 41.9 

東京都 812 149.4 39.0 

神奈川県

① 

546 152.2 42.9 

熊本県 138 149.3 38.8 

神奈川県

② 

546 152.5 42.3 

千葉県 294 149.7 39.6 

ベスト8

平均 

398 151.2 40.9 

福島県 チーム数 122 平均身長 153.1㎝ 平均体重 43.0㎏ 

各都府県のチーム登録数と各チームのベンチ登録 6 年生の平均身長と平均体重を比較すると、チーム数はベスト 16 敗退チームと

大差がなく、平均身長・平均体重にもほとんど差がなく、むしろ若干上回っている。 

（見た目の印象では、福島県の身長が大きい選手の体の線の太さは、他県選手に比べると細い印象だった。） 

チーム登録数が多い埼玉県の江南南ＳＳは、優勝したﾄﾙｱﾈｰﾛ町田、兵庫県のｳﾞｨｯｾﾙ神戸は準優勝したｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ千葉とラウンド16

で対戦したため、ここで敗退しているが、ベスト 8 に勝ち上がってくるチームの特徴としては、やはり登録チームが多い地域という

ことが分かる。 

同じようなチーム登録数・体格でベスト 16 に勝ち上がっていることからも、福島県のチームが予選突破する可能性はあるはずだ

が、8人制サッカーが導入された2011年度以降予選を突破したことが一度もない。 

このことから、普段のトレーニング環境やトレーニング方法、指導者のサッカー理解度や選手へのアプローチ方法など、指導者が

もう一度見直して、県内全体で向上していく必要がある。同時に、ベスト 8 以上に勝ち上がっていくためには、県内のサッカー人口

を増やして、才能ある選手の発掘をしていく必要性があるため、低年齢からサッカーに出会い、サッカーを楽しむ環境作りをもっと

増やす必要がある。 

 

 

 

 

 

 

県 チーム数 平均身長 平均体重 

群馬県 169 150.2 39.9 

岐阜県 155 150.6 45.0 

岡山県 116 155.0 40.0 

埼玉県 536 145.8 35.6 

大分県 115 149.6 40.6 

宮城県 143 154.0 45.8 

宮崎県 100 151.8 41.6 

兵庫県 322 153.0 41.3 

ベスト16

平均 

207 151.3 41.2 
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2020年度 福島県トレーニングセンター U13 活動報告 

報告者：U12 佐藤 智久 

（福島県立小名浜高等学校） 

＜スケジュール＞ 

月日 名称 開催場所 備考 

9/27 県トレセン練習会① Jヴィレッジ U-12からの持ち上がりメンバー＋α 

10/25 東北トレセンマッチ(南東北) 山形県（天童） vs宮城県、山形県 

11/22 県トレセン練習会② 熱海  

11/23 ナショナルトレセンU-14後期 山形県 須藤輝 和泉蹴叶 藪内悠大 

12/19～20 県トレセン（冬合宿） 

兼後期選考会 

十六沼 
新型コロナウイルスのため中止 

1/23～24 地区トレセン交流戦 相馬光陽  

2/13 県トレセン練習会 富岡多目的  

2/27～28 U-13交流大会 宮城県（松島）  

3/27～28 東北トレセン 宮城県  

3/28 県トレセン練習会 新舞子  

 

＜活動の目的＞ 

・福島県の優秀な選手の発掘および育成 

・高いレベルでの指導、環境と選手同士の刺激による活動から得たものを自チームに還元していくこと 

・Ｊリーグ、日本代表、世界で戦える福島県の選手を育成 

 

＜トレーニングテーマの設定について＞ 

「個人技術・個人戦術を高めること」を目的とし、サッカーで必要不可欠な技術や原理原則をポイントに、テーマを ①ポゼッショ

ン ②攻撃の崩し ③ゴール前の攻防 ④守備 の４つに設定。 

 

＜選手の選考について＞ 

 Ｕ－１２から将来性のある選手が選考されてきており、そこにスペシャルな特徴を持つ選手を発掘・選考し、組み合わせることで、

お互いに切磋琢磨しあえる環境を提示したいと考えた。 

ナショナルトレセンでは、「選手の個性、将来性をにらみながら、それを支えるベースの大きさに目を向ける」「各ポジションのス

ペシャリストの発掘、決定的な仕事ができる能力も評価ポイント」としており、それを参考にしながら、選手選考を行っていった。 

 

＜トレセン活動の振り返りについて＞ 

〇県トレセン練習会①について 

Ｕ－１２からの持ち上がりメンバーおよび各地区推薦選手の合計２４名でのトレーニングを実施した。この活動を通して、次回の

東北トレセンマッチのメンバー選考を含め、各選手のレベルアップを目指した。安定したポゼッションをテーマにトレーニングを行

い、その中で守備を構築させながら実施した。グループをランダムに大きく２つに分け、コミュニケーションをとる機会を数多くし、

緊張をほぐしながら自身のプレーができるよう工夫した。テーマは提示しているが、初の活動ということあり、緊張した場面や硬い

プレーが多くみられた。午前の終わりには少しだが笑みも増え、躍動的なプレーが見られた。午後はゲームを中心に実施。このカテ

ゴリーは、８対８から１１対１１へ移行することもあり、ピッチサイズを適宜変更しながら、各場面に応じた要求を各選手に提示し、

特徴を把握することにした。少しずつではあるが自身の特徴を出す選手が現れ、今後さらに期待できる選手が数多くいた。 

 

〇東北トレセンマッチ(南東北)について 

 コロナ禍の影響で 1 日のみの開催となった。宮城県と山形県とのマッチ。本県からは、ＦＰ１５名とＧＫ２名の計１７名を選出し

臨んだ。 
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 各選手の特徴を出すことにフォーカスしてゲームに臨んだ。コーチングスタッフの役割分担を徹底しながら、ベンチワークを実施。

各ゲームで狙いを持たせ、ハーフタイムを活用して改善案を提示、後半で実施し確認といった流れで、各ゲームを戦った。試合ごと

に反省をし、１試合目よりも２試合目でより変化を感じることができた。 

１試合目の宮城の選手は成熟しており、フィジカルが高い選手が目立った。その中で、本県はボールを保持してゲームを展開する

ことを意識した。少しずつだが顔を上げて怖がらずにプレーし続けることで、チャンスを幾度も作ることができた。しかし、守備の

意識や連携がうまく取れず課題となった。 

 ２試合目の山形とは、１試合目の課題を克服するため、守備の連携をテーマとしてゲームに臨んだ。前半、高い位置からのプレス

を実施し、相手コートでボール奪取をする場面が増えた。チャンスを作ることができてもフィニッシュに至らず、カウンターを受け

る場面が増えた。後半は疲れが目立ち、顔が上がらずボールロストする場面や、パスの質が低く失ってしまう場面が目立った。その

中でも、最後まで粘り強く、必死にプレーする場面が多くみられた。今後の活動に期待が持てる内容であった。 

 

〇県トレセン練習会②について 

 スタッフのスカウティングを含めたメンバー合計３２名でのトレーニング実施となった。前回のマッチデーから見えた課題と、今

後の育成を考えて、ポゼッション(動きながらのパス＆コントロール)をテーマに設定した。ゲームの中では、守備の課題も目立った

が、その部分は攻撃のトレーニングの中で提示しながら構築していくことにした。 

 攻撃のトレーニングを成立させるために、守備の強度やポジショニングを明示し、その中で攻撃の優先順位を含めて状況に応じた

ポジショニング、パスの質、コントロールの質を要求した。選手たちは積極的にトレーニングし、1日の中で大きな変化を感じ取るこ

とが出来たと思う。ただし、周りを観ることができても、そこで通用する技術をもっと高めていかないといけない課題が出た。強度

の高いプレッシャーの中で、通用するパスの質、コントロールの質というところは、まだまだ課題であった。 

 午前のトレーニングの中では、視野が狭くなってしまいミスする場面が多くあった。少しずつ顔が上がるようになり、改善されて

いく中で、状況判断ができてもそれに応じたプレーができず、パスがずれたり弱かったり、コントロールの課題がありプレーが遅れ

てしまうなどが目立った。午後のゲームでは、攻撃時に数的有利な場面でのボールロストが目立った。プレッシャーの中で、スピー

ド上がっていった中で、パスの質やコントロールの質というところの課題があることを認識したと思う。 

今後も、トレーニングを継続していく中で、個の技術を高められるようオーガナイズしていきたい。そして、スタッフの本気度を

伝え、レベルアップできる環境になるよう準備していきたい。 

 

〇ナショナルトレセンＵ－１４後期について 

 本県からは、須藤輝(会津サントスFCジュニアユース)、和泉蹴叶(t.a.football club)、藪内悠大(フォルテ福島)の３名が選出さ

れた。各選手は躍動的に活躍し、確実にレベルアップできたと思う。今後もこの年代のトップクラスの選手として活動し、さらに代

表選手として活動する機会を得てほしい。今回のようにチャンスをものにしていく経験ができるのは、各チームでの日常の取り組み

の成果であると思う。今後も貴重な機会が得られるよう、トレセン活動を通して多くのきっかけが与えられるよう工夫したい。 

 

＜反省と今後の課題について＞ 

 今年度、新型コロナ感染症の影響のある中、活動できたことに非常に感謝している。私たちは、この中で個人戦術・技術を高める

ことにフォーカスし活動してきた。少ない活動ではあったが、意欲的に選手たちが取り組んでくれる環境となり、課題はあるが個人

戦術・技術の高まりを感じとることができた。特に、練習中に失敗を恐れず何度もチャレンジする選手が増えていった。少しずつで

はあるが、成功体験を積むことが出来たのではないかと思う。ここでの活動を各チームに還元し、、個のレベルアップに繋がるように

していきたい。 

しかし、活動が少なかったために、まだまだ選手の特徴を把握することや発掘ができていないと思う。今後、各大会へ積極的に足

を運び、スカウティングをし、将来性のある選手の発掘・選考を組み合わせていく必要がある。また、コーチングスタッフの連携を

これまで以上に密にし、選手達に本気度を伝え、的確なコーチングができるよう、我々も指導力を高めていきたい。そして、原理原

則の徹底をし、高い強度のなかで通用する個を磨けるようオーガナイズしていきたい。 

２０２１年５月には、東京国際大会が開催される予定である。私たちにとって、世界基準を体験できる機会であり、そこに向けて

県トレセンとしてさらなる個人の技術・戦術を高めることをベースに、個を生かしあうチームとして機能するよう、段階を踏んでト

レーニングをしていきたい。今後、各大会や試合が成長の糧になるように、しっかりと準備をして質の高い練習環境を提示できるよ

う活動していきたいと思う。 
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2020年度 福島県トレーニングセンター U14 活動報告 

報告者：U-14担当 遠藤 丈善 

（東日本国際大学附属昌平中学高等学校） 

＜スケジュール＞ 

月日 名称 開催場所 備考 

9/27 県トレセン練習会① 

兼選考会 

Jヴィレッジ 昨年度U-13からの継続選手＋各地区からの推薦選手 

10/25 東北トレセンマッチ 山形県（天童） vs宮城、山縣 

11/22 県トレセン練習会② 熱海  

11/23 ナショナルトレセンU-14後期 山形県（天童） 参加選手：近藤嵩悟、斎藤碧、大竹祐正、俣田博紀、 

渡部昊斗、渡部彪雅 

12/20 県トレセン練習会③ 

兼選考会 

十六沼公園 コロナウイルス感染症、積雪のため中止 

1/24 地区トレセン交流戦 相馬光陽  

2/14 県トレセン練習会④ 未定  

3/27~28 東北トレセン 未定  

3/28 県トレセン練習会⑤ 新舞子  

 

＜活動の目的＞ 

・日本サッカーの強化、発展のため、将来の日本代表選手となる優秀な福島県の選手を発掘・育成する 

・高いレベルの選手同士を定期的に集めて刺激し合える環境を作り、選手たち一人ひとりの個人技術・個人戦術を高める 

→ 日本を代表するような福島県の選手を育成する 

 

＜活動の振り返り＞ 

①トレーニングテーマの設定について 

 全ての練習会で「個人技術・個人戦術を高めること」を目的としてテーマを設定。 ⑴ゴール前の攻防 ⑵ポゼッション ⑶崩し 

⑷守備 の４テーマとした。 

 

②トレーニングメニューについて 

 レベルの高い個人同士のプレーの中で自ら新しい学びを発見することを狙いとするため、ナショナルトレセンメニューを中心にで

きるだけシンプルなオーガナイズのメニューを心掛けた。 

自ら主導権を握ることのできる選手になることを目指すため、攻撃（攻防、ポゼッション、崩し）の練習を多く設定し、また守備で

は「ボールを奪う」ことを目的としたトレーニングを行った。 

 

③ゲームについて 

 東北トレセンマッチや練習会での紅白戦などのゲームでは「攻守にわたって主導権を握る」ことを毎試合のテーマとし、全員がボ

ールに関わること、安定したポゼッション、攻守の素早い切り替え、連続したアクション、相手に襲いかかるような守備、積極的な

コミュニケーションなどを選手に求めた。 

 

④選手選考について 

 コロナウイルスの影響により、9/27の第1回練習会でのみ選考会を行った。今年度は練習会の回数も少ないことから例年よりも多

い人数を県トレ選手として選考した。 

 U-14年代は体の成長が著しく、個人差が大きくなりやすい。またクラムジーや怪我を抱えやすくなるケースが多い。選考会の際に

は将来性や現時点での身体能力など、さまざまな要素を総合的に評価することを意識した。 
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④反省と今後の課題 

 今年は感染症拡大の影響があり、満足にトレセン活動をすることができなかった。改めて県トレセン活動の目的を考えると、「日本

を代表するような福島県の選手を育成する」に尽きる。県内各地の将来性のある選手たちを発掘し、良い指導と良い環境で選手を育

成していくことが県トレセンの使命だと思う。当然ながら、県トレセンの活動だけで日本を代表する選手は育成できない。最も大切

なのは日々の自チームでの活動であるが、全国トップクラスのチームが存在しない今の福島県の現状であれば、自チームで経験でき

ないような刺激を与えることのできる県トレセンは非常に意味がある。感染症拡大は難しい問題で慎重さも必要だが、積極的にトレ

セン活動も進めていきたい。 

 今期のU-14は、ゲームの主導権を握るための選手個々のベースの高まりを感じることができた。サポート、切り替え、オフのアク

ション、球際の攻防、コミュニケーションetc.…、多くの面で向上が見られた。今後はその基本ベースは大切にしつつ、技術面・戦術

面・身体能力・精神面などで尖ったタレントを発掘し育成していきたい。他県の選手と比べると、ゲーム内容や組織では上回ったが、

局面で負ける部分が多かった。どちらが良い悪いではなく、組織とタレントの両方を大切にしながら来年も活動していきたい。  

余談だが、鳥栖や鹿島、青森山田などは地方チームでありながら全国トップクラスに位置している。人口・環境面から考えても、福

島県に同じことができないはずがない。自分の経験上、先にあげたチームと圧倒的に異なるのは普段のトレーニングの強度や知識、

覚悟の問題であると感じる。絶対にそこまでたどり着けるよう、皆で協力してやっていきたい。 

 

 

 

2020年度 福島県トレーニングセンター U15 活動報告 

報告者：U15監督 穗積英朗 

＜スケジュール＞ ※感染症流行のため、当初の計画と大幅に変更されました。 

西暦 開催日 行 事 名 開催都市・会場 備考（対戦相手・参加選手等） 

2020 9/27 県TC練習会①  

兼カメイカップメンバーセレクション 

広野町サッカー場 FP３０名、GK３名 

10/16・17 2020カメイカップU15東北大会 

 

＜参加チーム：および組み合わせ＞ 

青森、秋田、岩手…北ブロックとし予選 

宮城、山形、福島…南ブロックとし予選 

→翌日、順位決定戦 

 

※感染症対策のためﾚｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ変更 

宮城 

 

予選：松島FBC 

 

 

 

 

決勝：ユアテックス

タジアム 

FP１４名、GK２名 

 

【予選】 

○福島4-0宮城  

○福島1-0山形  

※２勝のため１位で予選通過 

 

【決勝】 

●福島0-3青森 ※福島は準優勝 

【大会優秀選手】 

・松本康汰（ビアンコーネ福島） 

・渡部凪斗（会津サントス） 

・山崎 陽（福島ユナイテッド） 

・金子與志希（福島ユナイテッド） 

※福島は４名の選出 

11/22 U15東北トレセンマッチ 宮城・松島総合運動

公園 

FP２０名、GK２名 

※県内高校進学希望選手のみ招集 

12/20 U16東北トレセンマッチ  

➡感染症拡大のため中止 

宮城 FP５名、GK２名 

※県内高校進学希望選手のみ招集 

2021 2/ U16・U15合同キャンプ 広野町サッカー場 FP２０名、GK２名 

※県内高校進学希望選手のみ招集 

3/ U16・U15合同キャンプ  FP２０名、GK２名 

※県内高校進学希望選手のみ招集 
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○練習会①（９月２７日） 

 ・県外流出選手が出ることを考慮し、昨年度地区から選出された選手で、夏の大会で活躍の見られた選手も招集した。 

 ・二者面談を行い、選手の今後の動向（進学先、所属チーム）を把握した。 

 ・崩しのトレーニングを行った。サバイバル感が足りなかった。 

 ・カメイカップに参加する１６名を選出した。 

 

○2020カメイカップU15東北大会 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○参加選手一覧 
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・けがで招集を見送った選手が２名いた。 ※松本一慶（腰痛：FW：ビアンコーネ福島→前橋育英）  

馬目大雅（股関節痛：MF：いわきFC U15→いわきFC U18） 

・トレーニングは、１回のみであったため、U13から培ってきたものをベースに闘った。 

 ・監督会議は、事前にZOOMを用いてリモートで行われた。（今後もあり得る） 

 

 ・試合内容は以下の通りである。 

対戦相手 
勝敗・ス

コア 
試 合 内 容 

予選 

第一試合 

 

 

vs宮城 

○ 

4-0 

 雨でスリッピーな松島 FBC の人工芝コート。試合前。松島はミーティングをする部屋がないため、

「今大会の闘い方マニュアル」を配付。大会を通して、「失点をしなければ負けないという考え方からス

タートする」（しっかりとした守備から入る）ことを共通に。さらにこの試合、攻撃面では、決定力のあ

る松本康汰（ビアンコーネ福島→ベガルタ仙台）をFWで起用すること。ピッチがスリッピー、宮城は

ビルドアップを得意とする、しかし、初戦の緊張感の中で闘うことなどを考慮し、立ち上がりは「ノー

リスクハイリターン」を狙いとし、ロングボールをFW安齋悠人（福島ユナイテッド）に供給、２ndを

松本や内側にサポートに入ったSHが拾う1-4-2-2-2でしかけていくことを確認。 

 前半開始40秒。松本がスローインをコントロールし（右サイドペナ角付近）、相手を背にし反転しな

がら左足ボレーで一閃。角度、距離、スピード、そして意外性。全て素晴らしいファインゴールであっ

た。これで福島は勢いにのった。前半 20 分。小笠原陸（福島ユナイテッド）の左サイドからの巻いた

FK を、ボックス内中央にいた松本が、倒れ込みながらの左足ボレーで追加点。だめ押しは、中央を崩

し、松本がドリブルからGKを外し右足で流し込んだもの。松本は宮城戦前半でハットトリックを達成。 

 HT。もっときざめるところがあることを伝える。攻撃の手を緩めず、サイドのスペースで、三人目の

動きなどのコンビネーションを使いながら、さらに４点目、５点目を取りに行くことが、サッカーがう

まくなる秘訣であることを確認。 

 後半開始。左 SB の後藤勇汰（福島ユナイテッド）が三人目でからみ、コンビネーションの入った崩

しが生まれる。４点目はFW安齋がドリブルからミドルで。左サイドをチームで攻略し、安齋がフリー

になり、中央でのシュートであった。 

 アグレッシブなよい守備で宮城のビルドアップを断ち切り、多少中盤はやらせるも、宮城にシュート

らしいシュートを打たせない好守が光ったゲームであった。 

予選 

第二試合 

 

 

vs山形 

○ 

1-0 

 福島は連戦となる２試合目。山形は１試合目。 

 福島、山形ともに1-4-4-2でキックオフ。立ち上がりフレッシュな山形に、出足で負け、空中戦をしか

けられ、２ndを拾われ、押し込まれる。山形は、宮城と福島の闘いを観て、守備時に1-3-3-2-2に可変。

福島のツートップを６枚で囲む。福島はビルドアップするも、ボランチ２枚が横並びのため、前に進め

ず。さらにボランチにプレッシャーをかけられるため、徐々に FW２枚と後ろ８枚が間延びし、後ろが

重くなる。 

0-0で前半終了。HT。佐原コーチ、喜平コーチが前半の攻撃時の状況と改善の方法を説明。その場所に

人がいないから前に進めない。ボランチの１枚が前に出て、トップの１枚が落ちることで、斜めのパス

ラインを形成し、ジグザグにパスをつなぎ、前に進むことをアドバイス。 

 後半開始１分。その進め方で前へ進み、右サイドへ展開。馬場比呂（会津サントス）がボディフェイ

クを入れながらのドリブル→右足シュートで先制点。これが決勝点。 

 CKなどのセットプレーから危ない場面もあったが、GK菅野夏津、CB山崎陽、金子與志希（全福島

ユナイテッド）を中心に守りきり勝利。特に夏津は成長を感じた。 

 ２試合通してどの選手も持ち味を発揮してくれ、きれで勝負するタイプの選手のプレー時間をコント

ロールし、コンディションを調整できたのは決勝（80分ゲーム）に向けて大きかった。 

決勝 

 

 

vs青森 

● 

0-3 

 ベガルタ仙台のホーム、ユアテックスタジアムでの決勝戦。すばらしいピッチ。 

 試合前。守備に関して。青森はサイドアタックが得意なので、SH が縦をきった場合のツートップの

つるべの動き（相手ボランチとCB 両方にいけるところにポジショニングし、中盤の真ん中で数的優位

を意図的につくり奪う）と、守備のフロントライン、プレッシングによるスペースの縮小、スライド、



9 

 

 

 

 

ラインコントロールについて確認。 

 福島は1-4-4-2、青森は1-4-1-4-1でキックオフ。青森は、CB二枚がSBの位置近くまで開き、GKと

の３枚で、高い位置でビルドアップ。SB が高い位置をとり、サイドに流れてくるシャドーと SH、SB

で、サイドに３対２をつくり攻撃の起点とする。 

 福島は、前半２０分でシステムを1-4-1-4-1に変更し対応。インサイドハーフに機動力と判断力に優れ

た選手（松本康汰、渡部凪斗）を配置し、CBへのプレッシャーをかけさせる。徐々にはまりだす。足元

へのパスが狙われているため、スペースを観て使うよう指示。青森は前に出る力が強い。 

 前半３０分。水野惺（ラッセル郡山）が自陣ペナルティーエリア付近でのスライディングで右足首を

負傷し、退場。控え選手を入れるも、直後にそのサイドを破られ、クロスから失点。０－１で前半終了。 

 HT。奪ったあとのボールを大切にする（前の選手が準備できていてのインターセプトパスなどならよ

いが）こと。トップへの足元のボールは（狙われているので）、無理にターンせず、壁になり落としてイ

ンサイドハーフを使うこと、また、トップは CB からのボールを相手 CB と SB の間を斜めに走り DF

背後のスペースを活用し、攻撃の起点をつくることなどを伝える。 

 後半開始。HTに伝えた形で、シュートまでの流れをつくる。しかし、追加点を奪われる。 

 MF 松本が中盤で３度奪われる。そのため、システムを 1-4-1-3-2 へ変更。松本を FW での攻撃に集

中させ、ボランチの位置で、浮き球のロングボールが得意な小笠原陸（福島ユナイテッド）から、グラ

ンダーのパスが得意な橋本昂晴（いわきFC）に交代。右サイドのさらなる活性化のため、馬場比呂（会

津サントス）から戸浪陸斗（原町一中）に交代。SHに中を取らせ、SBにサイドを取らせる。かさにか

かって攻めるが、アディショナルタイム、SBが上がったスペースをつかれ、クロスから失点。 

 福島はコーチ陣からの指示により、システムを変えることでゲームの質を向上させたが、基本技術の

質（ヘディング等含）、個人戦術、そしてタフネス（折れない、繰り返す、走る）は青森が少し上であっ

たように思う。 

 試合後。ロッカールームで佐原コーチから、勝利への執着心についてレクチャーがあった。前半の０

－１をひっくり返すことは本当にできなかったか。ベンチにいる選手も含め、ひっくり返してやろうと

いう野心が本当にあったか。決勝にきたことでどこか満足していなかったか。脇役になるか主役になる

か。次の試合、次のステージで生かしてほしい。 

 

○東北トレセンマッチ vs宮城（11月22日） 

・県内に残る選手のみを招集した。 

 ・勝敗の結果が国体予選につながらないこと、対他県選抜を初めて経験する選手がいたことなどから招集した選手を全て一定時間

公式戦に出場させ、個々の経験値を培うことに重きをおいた。 

 ・公式戦終了後に、鈴木清文ユースダイレクター、齊藤勝技術委員長から貴重なアドバイスを頂いた。 

 ・試合内容は以下の通りである。 

1—4—2-3-1で試合開始。小笠原、馬場、安斎がワンタッチでパス交換、三人目の動きでDF背後をとった大河原（ビアンコーネ福

島）が倒されPK。大河原が決める。小笠原（ユナイテッド）が放った左足ミドルがポストにあたり、リバウンドを戸浪（原町一

中）が右足シュートで2-0。小野（泉中）が相手との接触転倒の際、右手の指を骨折と脱臼。小野の右サイドから攻められ前半2-

1に。メンバーを変えた後半、カウンターなどから2失点。結果2-3敗戦。公式戦終了後に勝さんから頂いたアドバイスを意識し

臨んだトレーニングマッチでは、その流れから西間木（郡山一中）がきれいに流し込み得点。1-0で勝利。個で剝がさずとも、複

数がよいタイミングで関わることで前に進めることを体感した。 

 

 

○東北トレセンU17に参加して 

1 事業名 2020 THFA U-17 トレーニングキャンプ 

2 主催  一般社団法人 東北サッカー協会 

3 目的  国体のU-16化に伴い若年層での選手発掘、育成機会は増えたが、一方で国体後およびU-17年代の継続強化の機会 

      創出を実施する必要があるため。 
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【継続強化の意義】 

①遅咲き選手の育成、強化、発掘が可能となる。 

②コロナ禍でゲーム環境が整わなかった選手に対し、より高いレベルのトレーニング・ゲーム試合機会が提供されることにより、

東北所属選手への日常への刺激となる。 

③地域・47FA ユースダイレクターが選手選考、強化に関わることにより、地域との連携が強化され、併せて活性化が期待できる。 

④地域スタッフが参加することにより、指導力向上と研鑽・情報交換の場となる。 

4 期間・場所 2020年12月12日（土） １日  

セイホクパーク石巻（石巻市総合運動公園）石巻フットボールフィールド【人工芝】 

5 参加人数  東北6県の各FA技術委員会より選考された選手  合計28名 

※指導スタッフ JFAナショナルトレセンコーチ東北担当、地域スタッフ 

【雑感】 

 東北トレセン U17 に指導者として参加させて頂いた。福島県からは、長澤悠晟、守屋巧（ともに福島東高校）、青木佑太（郡山高

校）、本田陸（尚志高校）の４選手が参加。U19日本代表コーチの富樫さんのレクチャーと指導、ナショトレ東北担当コーチの指導を

受け、刺激を受けていた。山形県の代表として、内山純（白河FC→ビアンコーネ福島U15→モンテディオ山形U18。クリエイティ

ビティに優れ、多彩な攻撃の引き出しを持ってプレーしていた）、加藤大輝（明健中→山形中央。左足のフィードに磨きがかかってお

り、CBを行った際にはトップの抜け出すスペースへ、ピンポイントでのロングフィードを成功させていた）も参加しており、このよ

うな場で再会できたのは嬉しかった。他にも、東北各県の選手の成長ぶりを観ることができたが、長澤選手と本田選手の成長ぶりに

驚いた。長澤選手は、CBとしてゲームをコントロールし、長短のパスで攻撃を構築していた。個人戦術の引き出しも感じた。本田選

手はミドルサードでボールを引き出し、フィニッシュに持ち込むスピード感ある一連の流れに成長を感じた。遅咲き選手の育成や発

掘の場としてのU１７だが、守屋選手（現在はFWをやっているが、この日はFWの選手が多かったため、ゲームではDFを務めて

いた）、青木選手（フリックなど観えているトリッキーなプレーで攻撃に変化とためをもたらしていた）含め成長を感じることができ、

貴重な経験となった。同時に先をみた指導をして武器を持たせていかなければ、後々選手が厳しくなることも実感した。 

 

＜成果と課題＞ 

○成果 

・個人技術の高まり 

U13 から攻撃のトレーニングのみを継続して入れてきたことで、個で外す、剥がす、いなす技術に高まりが見られた。ゆとりが

あると視野も広がる。観るために、観れる技術を身に付けていってほしい。止める、蹴る、運ぶを含め、小手先の技術に終わらない

ように追求させたい。 

・個人戦術の高まり 

   U13時の認知から始まり、少しずつ積み上げてきたことで、個人戦術のシンクロから、攻略スペースを共有したつながりのある

攻撃も見られるようになってきた。マークの外し方やひきつれるメリット、深みの使い方、幅を使う良さ、三人目の動きでフリー

になるなど、まだまだ磨けるところがあるので、戦術メモリーを蓄積していってほしい。 

 

※３年間持ち上がりで関わるメリットについて 

早稲・遅咲きはもちろん、技術・戦術の習得などについても、長い目と気持ちで観ることができる。選手の特徴や性格を把握でき

ていることで、試合において適材適所に選手を起用できる。選手も監督を知っているので、緊張と緩和など「やる雰囲気」を作りや

すい。 

 

●課題 

・闘うメンタリティーとハードワーク 

  相手のレベルが上がった時にこそ燃える。やりこむために知恵を出す、仲間と声をかけあう。得点を奪うためにここぞという時

に人数をかける。得点を奪われないためにポジショニングの修正を素早く行う。身体をはる。決勝戦。これらの部分において、少し

だけ青森の選手が上回っていたかもしれない。 

・技術のクオリティー 

  突き詰めればきりがない、終わりのないものと思う。キック、パス、コントロール、ドリブル、ヘディング、シュート。パススピ

ード。曲げる、巻く。速いパスを自在にコントロールする技術。動きながら正確に。強度が高い中でもできるか。左右両足を使って
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同じプレーができるか。選手自身がどれだけ追求できるか。私たちがどれだけ追求できるかで、ゲームのクオリティーにも変化が

生まれるように思う。青森GKは40ｍのキックを㎝単位でずらさず供給していた。 

・外せない時、剥がせない時どう考えるか 

  無理に剝がさなくても進める。仲間とつながって崩す楽しさをたくさん感じさせたい。 

 

 

 

2020年度 福島県ゴールキーパープロジェクト 活動報告書 

報告者：GKチーフ 山田 喜行 

 

報告書①【福島県ＧＫ研修会】 

日時  令和２年２月１５日（土） 

場所  十六沼公園（人工芝サッカー場） 

参加者 スタッフ  １名（福島県ＧＫプロジェクト 山田） 

     講師    １名（井上敦史氏 福島ユナイテッドＦＣ） 

受講者   ８名  

デモ選手  １名（福島ユナイテッドＵ１５の選手） 

 

●環境 

十六沼公園（人工芝サッカー場・体育館会議室） 

・２月実施のため、天候に左右されることがある。そのため、屋根付き多目的運動場を確保していた。しかし、今年度は暖冬により、

雪がないので事前に人工芝グランドも確保し、天候に左右されないように準備した。 

・講義に関しては、十六沼公園体育館会議室で行い、プロジェクターなどの備品は聖光学院高校の物品をお借りした。 

・フルピッチの人工芝グランドを使用したので、制限なく実施できた。 

●講師 

講義の前半は県ＧＫプロジェクトリーダーの山田が担当した。ＧＫの原理原則（ＧＫ－Ｃ級程度）の資料を準備し、Ｕ１２の映像

をもとにトレーニングの構築、日本のＧＫの現状をもとに各カテゴリーにおいてどんなトレーニングを実施すべきかをディスカッシ

ョンをした。 

講義の後半は今回の講師である井上敦士氏より、２０１９シーズンＪ３のＧＫのプレーを編集した映像をもとに、分析、課題抽出、

育成年代で行うトレーニングについてディスカッションを行った。 

実技ではＵ１２、１５年代に特化し、コーディネーション、アジリティ、ボールフィーリングを行った。その後、基本技術、構え、

キャッチング、ローリング、ポジショニングについて、しっかり押さえられた。また、コーチングのポイントもしっかりと抑え、細

かくアドバイスしてくれた。また、選手に対してのアプローチの仕方も伝えてくれた。 

講習では、受講生同士がお互いに積極的にコミュニケーションをとり、有意義な実技で、和気あいあいとした良い研修会となった。 

●受講生 

・８名の参加。 

・指導者講習会ではあったが、積極的にＧＫをプレーし、経験していただいた。 

・宮城県ＧＫプロジェクトから２名参加してくれた。 

・講義ではディスカッション形式で行ったが、積極的に発言してくれた。日頃、指導しているカテゴリーの問題やＪ３の映像を確認

しながら、どのように育成をしたらよいか話し合いができた。 

・実技では井上氏もモティベーションを上げるような働きかけもあり、積極的な取り組みが見られた。アイスブレイクも工夫されて

いた。 

・受講者の意識が高く、積極的に質問なども出た。 

・年齢層が高かった。しかし、日頃から選手とトレーニングを積んでいる受講生がおり、コンディションが良かった。逆に意識の高

さを感じることができた。 

・多くは県北の参加者であったが、県外参加者もおり、他県のプロジェクトの活動も把握でき、今後につながる研修になったと思う。 
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●講義について 

①求められるゴールキーパー像 

グッドフットボーラー（サッカー理解とテクニック） 

 リスクマネジメント 

 堅実な守備（広い守備範囲） 

 効果的な攻撃参加（キック、スローイング） 

 強いメンタリティ・リーダーシップ 

 コミュニケーション能力 

 高い身体能力 

②ゴールキーパーの育成に対する考え方 

・ゴールキーパーのプレーの分析（M-T-Mの必要性） 

・一貫指導の重要性 

・各年代のゴールキーパー・トレーニングの考え方（発育発達から） 

③Ｊ３リーグ福島ユナイテッドＧＫのプレーを分析 

失点① DFとの連携・シュートを打たれるまでは動かない 

失点② 近距離での構え 細かいポジション修正 

失点③ 逆サイドへのコーチング 

失点④ 構えるタイミング 

失点⑤ 構えるタイミング 

失点⑥ ミスの後の対応 １ｖｓ１ 

●実技について（別紙） 

●アセスメントより 

①今回参加した理由について 

・保護者に勧められて 

・新年度の選手育成のため 

・息子がＧＫだから。 

・ＧＫコーチとしてのレベルアップ 

・自分自身の指導の見直し。 

・ＧＫ指導力の向上 

・他県のプロジェクトの活動を観たかった。 

・チームのＧＫ向上のため。 

②講義について 

・Ｕ１２に見ならず、Ｕ１５，１８へとつながっていくことが分かった。 

・ＧＫアップの映像があると良かった。 

・ＧＫのプレー分析の方法が分かった。トレーニングの構築について、理解できた。 

・完成形の形としては良かった。 

・事前に資料がほしかった。 

③実技について 

・基本的なことをどのように伝えるかということが分かった。 

・ハードだったが良かった。 

・トレーニングが多彩であり、取り入れたい内容だった。 

・細かいところまで指導していただいたので、勉強になった。 

・Ｕ１２年代で押さえるべきテクニックの導入、また戻りメニューなどの積み上げ方として、このようなことがあることを学ぶこと

ができた。 

・Ｕ１２年代の対応策がほしかった。 

・ポイントを止めて指導していただいたので、わかりやすかった。 
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④開催時期、時間配分       

・次年度のために、トレーニングの構成を考えるいいタイミングだと思う。 

・ちょうどよい。シーズンオフであり、ボリュームも適切。 

・講義とグランドが近くてとても良い。 

・気温が高く、適切だった。 

・年に２、３度実施してほしい。 

⑤次の開催で実施してほしいテーマはありますか？ 

・セットプレーについて 

・親子で参加できるとよい。 

・ビルドアップの関わり方。 

・実際に分析からトレーニングを構築するような実技がありと良い。 

・カテゴリーを絞ったもの。 

・コーチングの内容について 

・いろいろな状況でのポジショニングについて。 

●全体 

 良い研修会となった。終了後、受講生の充実した表情が物語っていると思う。特に講義から実技への流れが良かったと思う。 

 講義ではディスカッションを多くとりいれ、講師がファシリテーターとなり、発言できる状況を作り出したことによって、受講生

から積極的な会話が増え、和んだ雰囲気を作り出すことができた。実技においても、積極的に取り組み、受講生間で議論しあう光景

もあり、講師からの一方通行ではなく、全体として向上できるような状況であった。 

また、デモ選手として福島ユナイテッドＵ１５の選手を参加させてことにより、リアリティのあるトレーニングができた。今後に

おいては、毎年の課題ではあるが、もっと多くの参加者を集いたい。そのため、ＪＦＡと連携しトレセンコーチにも参加してもらう

ことやリフレッシュポイントなども検討しなければいけないかもしれない。 

さらには、今回宮城県から２名のＧＫコーチが参加してくれた。宮城県の情報や指導者養成についても意見を聞くこともできた。

我々、福島県ＧＫプロジェクトも他県に行き、刺激を受けることも必要だと考えられる。また、ＧＫプロジェクトのコーチ陣にも多

く参加していただくことができるとより、活気が出るのではないかと考えられる。 

最後に地元にプロチームがあり、間近でＪリーグが見ることができることや肌で感じることができるので、引き続き福島ユナイテ

ッドと連携し、福島県にすばらしい指導者と選手を作り出していきたいと思う。 

●2019年度 福島県ＧＫ研修会参加者 

川邉 雅希 28 宮城県石巻北高等学校   ２種 

樋口 直俊 39 松川ＳＳＳ 松陵中学校 ３種 

長岡 健一 51 松川ＳＳＳ         ４種 

小野寺 康一 51 八木山南ＦＣ        ４種 

朝倉 一也 48 下川崎ＳＳＳ        ４種 

本田 善久 41 平田ＳＳＳ          ４種 

根本 亮   28 福島成蹊高校     ２種 

渡部 正彰     35      聖光学院高等学校       ２種      

 

 

報告書②【2020県北ＧＫスクールＵ１２・１５】 

日時    １０月 ６日（火）・１３日（火）・２０日（火）・２７日（火） 合計４回 

場所    十六沼公園サッカー場 

参加者  スタッフ  ９名 

       山田 喜行 聖光学院高等学校 

       遠藤 禎之 福島市立第二中学校 

       井上 敦史 福島ユナイテッドＦＣ 

       根本  翔 福島ユナイテッドＦＣ 

       林  完俊 福島ユナイテッドＦＣ 
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       八巻 貴志 福島市立北信中学校ＧＫコーチ 

       渡邊 正志 伊達市立桃陵中学校 

伊藤真楠斗 かまた鍼灸治療院 

船山 光輝 ＭＯＳアミーゴ  

選手  ７４名（Ｕ１２・２６名 Ｕ１５・２３名） 

 

●環境 

十六沼公園サッカー場 

・最新の人工芝グランドであるため、天候にも左右されず実施できた。 

・Ｕ１２はフルコート（正規の半面）、Ｕ１５ハーフコートで実施した。ゴールはＵ１２に２組、Ｕ１５は１組、準備しスムーズに進

行できた。 

・コロナ感染の対策として、手指消毒液、ハンドソープ等を準備した。 

●スタッフ 

・Ｕ１２担当 ◎山田、井上、伊藤、林、舩山 

・Ｕ１５担当 ◎遠藤、根本、八巻、渡邊 

・山田、遠藤がそれぞれのカテゴリーのリーダーとして、メニューを作成、トレーニング前にミーティングを実施しトレーニングを

行った。 

・参加選手の人数が多いため、聖光学院サッカー部のＧＫ選手に参加してもらい実施した。 

・林コーチ（福島ユナイテッドＦＣトップＧＫコーチ）に参加していただき、ＪリーグのＧＫから、この年代に必要なことなどをト

レーニングしてもらった。コーチ陣も刺激を受け、モティベーションの向上につながった。 

・トップ選手でも同様であるが、基本的なトレーニングの積み上げだということを伝えていただいた。 

●日程・回数 

・今年度はコロナウイルス感染症の問題があったので、寒い時期には実施せず、比較的温暖な１０月の時期に設定した。 

・回数は例年より減らし、４回とした。長時間になり、疲労などをためないように９０分程度でオーガナイズした。 

・集合時の健康チェックは欠かさなかった。 

●選手 

・費用や送迎など保護者の負担があったが、意識の高い選手が参加してくれた。 

・大きなケガもなく、実施できた。（保険はＧＫプロジェクトの予算から加入） 

・接触により、突き指や打撲などはあった。即座に対応したことで、悪化や大きな問題はなかった。 

・自チームにおいて、足首の捻挫などがありプレーはできなかったが、見学や聖光学院の選手に個別でトレーニングした。 

●トレーニング 

・各カテゴリーにおいて、レベルに応じたトレーニングをオーガナイズした。 

・すべてのベースに「構える」「姿勢」「そのタイミング」ということが重要なので、シュートストップは必ず、ＴＲ１で導入した。

様々なキャッチングの種類と回数を増やした。また、ゲームでのプレー回数が多い、スローイングやフィールドプレーもすべての

ファンクションに組み入れた。 

・Ｕ１２においては、ゴールデンエイジということもあり、ボールフィーリングやコーディネーションをひとりまたは、複数でもで

きるように実施した。できないことに関しては、チームに戻って取り組みよう指導し、次のトレーニングで確認した。 

・Ｕ１２では、「飽きさせない」ということも考慮し、下記のとおり、オーガナイズした。 

①ボールフィーリング 

②コーディネーション 

③アジリティー 

④２人組のトレーニング（※チームに持ち返るため） 

⑤テクニック→ファンクションＴＲ（日替わりのテーマに応じて） 

⑥ゲーム ※必ずゲームの中のＧＫを行う。 

・Ｕ１５では、基本技術に時間を割いた。最終的には、ゲームで発揮できる技術を身につけること意識した。 

・Ｕ１３はボール、ゴールが代わることもあり、カテゴリーを分けて実践した。 

・中学生になると集中力も増してくるために、細かく指導できた。 
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・昨年立ち上げたＵ１８のカテゴリーは実施しなかった。 

●課題 

・今年度は４回連続行うことで、短期集中で選手も向上心が芽生えていた。０分のトレーニングであったため、落とし込むことが難

しいが、刺激にはなっている。チームに戻ってもできるトレーニングを意識的に入れた。回数を重ねていくうちに向上がみられて

いた。 

・今後、参加のチーム指導者に参加していていただき、継続指導ができればと考えている。（例年感じることである。） 

・ゴールの準備や道具の片付けなども積極的に手伝ってくれ、教育的にもいい影響を与えていると考えられている。 

・Ｕ１２選手の中には、率先してウォーミングアップを実施していた。 

・クールダウンは疎かになりがちではあったが、コーチがついて全体指導を行った。 

●全体として 

・2009年に立ち上げ、11年目になる。 

・福島ユナイテッドＦＣのコーチ陣が参加してくれることで質が向上した。特に林コーチに来ていただき、Ｊリーグの目線から指導

していただいたことは、刺激になった。 

・Ｕ１２において、トレーニングの回数は多くないが、この年代で刺激を与えることによって、１年後の変化が大きいということが

わかっている。今後もトレーニング、選手の能力を検証し、より向上につなげていきたい。 

・成長期を迎えている選手の中に、ひざ痛を訴えている選手がいたので、トレーニングにジャンプなどはできるだけ避けたオーガナ

イズにした。 

・ハーフの選手がおり、将来に期待感を持てた。 

・チームを持っている指導者が多いので、回数を増やすことはできないが、スポットで、Ｕ１５、１８のＧＫ強化トレセン（選抜選

手対象）や女子トレセンなども開催し、一貫指導ができればよいと考えている。また、指導者研修会もやってみることも、継続的な

育成につながると思う。 

・多くの指導者に関わっていただき、ＧＫの知識をあげていきたい。そうすることによって、指導者講習会を実施せずともＧＫの知

識向上につながる。 

●Ｕ１５参加選手 

1 津田 愛翔  清水中学校   2 

2 樋口 陽太  あだちJFC 1 

3 横沢 悠吾  蓬莱中      1 

4 松井 優翔  二本松一中 2 

5 影山 遼知   NFCビバーチェ 1 

6 渡邉 悠太  福島四中 2 

7 前田 龍我  フォルテ福島FC 1 

8     齋藤 駿輝   福島ユナイテッド  2                                                                                                                     

9 安齋 柊登   福島ユナイテッド 2 

10 齋藤 心太郎 福島ユナイテッド 1 

11 中村 太一   福島ユナイテッド 1 

12 遠藤 大河   本宮二中 1 

13 幡 研人   附属中           1 

14 本田 悠仁   附属中            2 

15 菅野 峻士）フォルテ福島FC    1 

16 安齋 翔真   岳陽中       2 

17 伊藤 駿   本宮二中  2    

18 越川 隆太   桃陵中           2 

19 髙野 凛太郎 伊達中           1 

20 佐藤 遼空    北信中           1 

21 渡邊 嗣     北信中   1 

22 今田 希海     岳陽中  3 

23 長谷川 大晟  レグノヴァ 1 
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●Ｕ１２参加選手 

1 國分 陽悠    FC・MOSアミーゴ 6 

2 佐久間 陸斗  FC・MOSアミーゴ 6 

3 塚越 陽人    福島ユナイテッド 6 

4 齋藤 悠護    あだちJFC 6 

5 佐藤 颯亮   中央ドリマ 5 

6 中井田 空    中央ドリマ 6 

7 川上 朔斗    中央ドリマ 6 

8 菊地 真央    愛誠SSS 5 

9 二階堂 蒼介 愛誠SSS 6 

10 田中 希    鳥川SSS 5 

11 武藤 恒希   鳥川SSS 6 

12 鈴木 瑛仁    吉井田SSS 5 

13 宍戸 順太   ＮＦＣビバーチェＪｒ 6 

14 齋藤 麗生  FCグランツ 5 

15 長岡 悠真   松川ＳＳＳ 6 

16 佐藤 結   福島ユナイテッド 4 

17 ドラビゾン 友 ジュリアン 福島ユナイテッド 6 

18 本田 海琳  レトラーダ 5 

19 紺野 佑真  レトラーダ 6 

20 小倉 創   蓬莱ＦＣ 6 

21 齋藤 蓮  清水ＳＳＳ 6 

22 佐藤 尚音  清水ＳＳＳ 5 

23 佐藤 大仁  レグノウァ 5 

24 加藤 健人  吉井田SSS 4 

25 佐藤 京太  フォルテ      6 

26 加藤 大雅  北信      5 

 

 

報告書③【福島県ＧＫキャンプU15】 

日時  令和元年１２月１２日（土） 

場所  Ｊヴィレッジ 

参加者 スタッフ ７名（福島県ＧＫプロジェクト） 

     JFA   ０名 

選手  ２４名（見学２名） 

 

●環境 

Ｊヴィレッジ 

・人工芝グランド１面、ゴール２組を借用し、問題なく使用できた。 

・Ｊヴィレッジの計らいで、スタッフには控室（研修室）の準備ができた。昼休憩、スタッフミーティング、用具の管理などがしっか

りとできた。ただし、選手の控室が準備できず、コロナ対策もあり、各家庭の自動車やホテルロビーなどで休息をとっていた。 

・浜通りであったため、比較的温暖で、風もなくスムーズにトレーニングができた。 

・トイレ、水道等も近くにありスムーズに進行できた。 

●スタッフ 

７名のスタッフが参加してくれた。８：３０に集合し、シミュレーションから始まり、スタッフ間の連携はスムーズであった。遠藤

コーチ（福島二中学校）のオーガナイズを中心にシミュレーションを実施した。また、過去のキャンプに選手として参加した方が、

指導者となり参加してくれた。トレーニングに関しては、ＮＴＣからの伝達も含め、シュートストップとブレイクアウェイを実施し
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た。シミュレーションでは細部にわたり議論し、すり合わせをした。細かい部分までシミュレーションとディスカッションを行った

ので、若手指導者にとっては、勉強になったと思う。さらに、全員が年齢に関係なく、ディスカッションができたところは、ＧＫプ

ロジェクトの良い部分であった。またＦＡ開催のＣ級コーチ講習会のインストラクターと受講生が見学に来てくれた。山田が解説を

した。昼休憩、トレーニング終了後にスタッフミーティングを行い、とても充実した時間となった。 

●トレーニング 

＜シュートストップ＞ 

・構え。手の位置、スタンスなどのバラつきがあった。不都合が起きていた。 

・ボールのつかみ方が不安定。ファンブルにつながる。特に下学年に見られる。 

（４号球から５号球になったことも原因か？） 

・ステッピングすると構えが乱れる。筋力の問題か？（体感等の強化も必要） 

→ 基礎に戻り、改善。 

・ダイビングでは巻き込み（後方にプレー）やプレーの方向に難があった。 

（ボールに正体できていない）→ 修正後、改善できた。 

・ローリングでは踏み込み足のスタンス長い、短いことでの弊害が起こり、力強さがない。→ 遠くにダイビングできない。 

・ローリング、ダイビングでは、左右の差があった。（得意な方向とそうでない方向） 

・踏切足に力強さがなかった。蹴り足を注視し、部分トレーニングを行った。 

・アングルプレーでは体の向きにエラーが起きた。正体できていなかった。そのことで、安易な失点をしてしまう。 

・移動してから正しいポジションをとることができていない。中心を意識できていない。（前後の距離感、左右の距離感） 

・移動のスピードが遅い。プレーの強度を上げなければいけない。 

・中３においては、レベルが高かった。より発展させた。 

・２VS１＋GKでは、DFとの連携での守備戦術を理解していなかった。まず、守るということから始めた。コーチングができない。

（下級学年） 

・シュートに対して、判断することではなく、テクニックを決めつけていた。 

・コーチングの部分でも声のトーンを変えるということにも着手した。今後レベルが上がった時に必要である。 

・動きながらプレーする中で、テクニックを発揮することができていなかった。 

＜指導者・コーチング＞ 

・コーチングとティーチングの使い分けが必要。 

・コーチがを変えることで、見え方が違う。見えたところでコーチングすることが選手にとって納得感があり、落とし込みやすい。 

・デモを見せることが大切。 

 

＜ブレイクアウェイ＞ 

・ボールに直線的にダイブできていない。まわりこむ選手がいる。 

・ブロッキングのホームができていない。反復が必要。 

・フロントダイビングの動作は身についていた。 

・最後の踏切がより、強くなろうに落とし込みができた。 

・ゲームで積極的にポジションをアグレッシブにとることができた。 

・ゲームにおいて戦術理解が低いため、FP能力が低い。 

＜指導者・コーチング＞ 

・トレーニング時間を大幅にオーバーした。（コーチングの長さ） 

・スタートポジションを抑えることができず、トレーニングがぼけた。 

・キーファクターの整理ができていなかった。 

・フロントダイブの距離と角度を落とし込むテーマで変える必要がある。 

（選手の実情を把握する。何を落とし込むかを明確にする） 

・開始姿勢とスタートポジションをかなり落とし込めた。従って、発展することができた。（Ｕ１５） 

・状況に応じたポジションの修正までは落とし込めなかった。 

・午後の選手のテンションが高くできたのは、コーチの働きかけは良かった。 

・トレーニングの目的を最初に伝えることはとても大切。 
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・ゲームをひとつにしたことは、良かった。 

・オープニングゲームをすることを理想にすれば、選手を理解しやすいと思う。（今後のキャンプで検討） 

 

＜今後について＞ 

・各地区のスクールを今後も継続的に行う。 

・各地区での指導者養成を行いたい。 

・県キャンプと指導者養成をコラボして実施する。 

（今回のＣ級受講生には刺激になったと思う。） 

・県トレでは、地区トレのＧＫコーチも参加させる。 

・ＧＫキャンプにフィールド選手も参加させ、トレーニング、ゲームの質を上げる。（ストライカーキャンプとの同時開催） 

・Ｕ１８ＧＫトレセンを各地区で行う。 

・ＧＫ出身のコーチの方に積極的に声をかけ、参加してもらう。 

 

番号 所属チーム 備　考

1 聖光学院高等学校 リーダー

2 福島市立福島第二中学校 サブリーダー

3 福島県立ふたば未来学園高等学校

4 福島県立ふたば未来学園高等学校

5 福島県立平工業高等学校

6 帝京安積高等学校

7 MOSアミーゴ NOK株式会社

番号 氏　名 所属チーム 所属校 備　考

1 目黒　夏向 ＦＣフィエンテ 新地町立尚英中学校 中１

2 小玉　悠翔 東日本国際大学付属昌平中学校 東日本国際大学付属昌平中学校 中１

3 前田　龍我 ＦＯＲＴＥ福島ＦＣ 伊達市立伊達中学校 中１

4 長谷川　大晟 ＦＣレグノウァ 伊達市立梁川中学校 中１

5 佐藤　遼空 福島市立北信中学校 福島市立北信中学校 中１

6 石川　　輝 ラッセル郡山ＦＣ 郡山市立郡山第六中学校 中１

7 笠井　健太 ラッセル郡山 郡山市立郡山第三中学校 中１

8 平山　蓮人 いわきＦＣ Ｕ－１５ いわき市立勿来第一中学校 中１

9 山内　祐輝 会津サントスＦＣジュニアユース 南会津町立田島中学校 中１

10 三木　竣斗 ビアンコーネ福島 須賀川市立西袋中学校 中1

11 佐藤　虹太郎 t.a.FC 鏡石町立鏡石中学校 中２

12 松井　優翔 二本松市立二本松第一中学校 二本松市立二本松第一中学校 中２

13 木村　　摑 t.a.football club 郡山市立郡山第四中学校 中２

14 斎藤　聡太 いわきＦＣ Ｕ－１５ いわき市立玉川中学校 中２

15 近藤　嵩悟 いわきＦＣ Ｕ－１５ いわき市立平第一中学校 中２

16 中根　優斗 会津サントスＦＣジュニアユース 会津若松市立第五中学校 中２

17 赤城　健太 ＦＣ　Ｈｅｒｍａｎｏｓ 喜多方市立第一中学校 中２

18 泉沢　遼 尚英中学校 新地町立尚英中学校 中３

19 高木　謙心 アストロン いわき市立中央台北中学校 中３

20 伊藤　賢一 Ｊｳﾞｨﾚｯｼﾞ いわき市立草野中学校 中３

21 菅野　夏津 福島ユナイテッド 福島市立松陵中学校 中３

22 菊田　謙心 福島ユナイテッド 福島市立第三中学校 中３

23 中澤　裕平 ラッセル郡山 郡山市立第七中学校 中３

24 水野　太稀 須賀川市立第一中学校 須賀川市立第一中学校 中３

福島県ゴールキーパーキャンプＵ－１５　参加名簿

氏　名

山田　喜行

遠藤　禎之

安斎　和之

目黒　祐太

小宅　都雄

菅井　聡

舩山　光輝



19 

 

 

 

 

報告書④【福島県ＧＫ研修会】 

日時  令和３年１月６日（水） 

場所  尚志高等学校スカイホール 

参加者 スタッフ  ２名（福島県ＧＫプロジェクト） 

     講師    １名（松本拓也氏 大宮アルディージャ） 

 

●環境 

尚志高等学校 スカイホール 

・福島県の中心にあり、どこの地域からでも参加しやすかった。 

・100名程度の席があり、おおよその参加人数にも対応でき、ソーシャルディスタンスも保ちやすかった。 

・尚志高校の計らいで、無料でお借りできた。 

・スクリーン、プロジェクター等もすべて準備していただいた。 

●講師 

今回、大宮アルディージャの松本氏に講師をお願いした。松本氏はオフを利用し、尚志高校サッカー部の選手を指導することが事

前に決まっていた。そのこともあり、仲村先生からお話しいただき、せっかくの機会なので、福島県の指導者を集めて、指導者講習

会をやろうという提案があった。松本氏と山田が知人であることから企画、立案等をスムーズにできた。 

Jクラブ所属ということもあり、大宮アルディージャの強化部の許可も得た。また、福島県には２クラブのプロチームがあり、Jク

ラブの理念の地域貢献の考え方や県外クラブのコーチが講演会を行うことでスカウト活動などの目的ではないかというような誤解を

招かないように、福島ユナイテッドFCといわきFCの強化担当者に許可を得て実現に至った。 

●受講生 

福島県の指導者、尚志高校の選手、Jクラブの指導者が参加してくれた。 

●講義について 

「世界レベルのGKを継続的に輩出していくために」 

➀理想とするGKの明確化 

②充実したスカウティングシステム 

③細分化した選手評価 

④ディスカッションとブラッシュアップ 

上記、テーマを基に講演いただいた。松本氏は2019年にJリーグの指導者派遣事業により、ドイツで研修を行った。その時、カイ

ザーシュラウテルンというクラブで研修を行い、日本と世界のGK育成、コーチングの比較を行い、日本のGKが世界に並ぶために

必要なことを学び、今回はそのテーマが主題であった。また、GKコーチ以外に多種別の指導者も多く参加していたことから、監督と

GKコーチのリレーションシップや選手を育成していくためにどのような関わりが指導者には必要なのかも話してくれた。 

質疑応答では４種年代に必要なトレーニングや3種、2種にどのようにつなげていけば良いかなどの質問にも適切に答えてくれた。 

今回、松本氏から講演いただいた中で、ドイツでは各クラブでのプロファイルがあり、理想の GK 理論が適切に示されていること

が分かった。また、それはクラブ独自のもではなくおおもとのドイツサッカー協会ともリンクし、国全体でしっかりと育成ができて

いることが分かった。 

現在日本でも、GK プロジェクトが立ち上がり、世界でも活躍している GK も育成されている。今後もその指針に従い。強化、育

成していくことで世界にも通用するGK が輩出できると実感した。福島県においても、今後も継続的なキャンプ、スクール、指導研

修会を実施していくことで、強化育成につながっていくと考えられる。 

今回の松本氏の講演は、世界の観点からの内容だったのでとても有意義であり、刺激的だった。次年度もこのような研修会を開催

できることに努めていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

 

2020年度 福島県キッズサッカーの現状と課題 

報告者：清野 通仁（キッズ委員長） 

 

【キッズプロジェクトとは】 

日本サッカー協会（JFA）は「サッカーを通じて豊かなスポーツ文化を創造し、人々の心身の健全なる発達と社会の発展に貢献す

る」という理念の実現を目指し、グラスルーツスポーツの推進活動に取り組んでいる。 

その中で、キッズ年代（6～10 歳）へのアプローチとして、2002 年、「JFA キッズプロジェクト」を立ち上げ、翌年 2003 年から

47都道府県サッカー協会と共に各地の保育園や幼稚園でボール遊びなどを教える巡回指導をはじめ、キッズフェスティバルやファミ

リーフットサルなど様々な取り組みをスタートした。 

外で遊ぶことが減った現代の子どもたちに遊びや運動を通じて健康な身体づくりを行いながら、チームワークやスポーツマンシッ

プを育んでもらうことを目的に、「巡回指導」「フェスティバル」「指導者（キッズリーダー）養成」を活動の三本柱にしている。スポ

ーツは健康な身体をつくるだけではなく、挑戦する気持ちや失敗や挫折に負けない強い心を育むことができ、また、大勢の仲間やコ

ーチと接する中で、協調性やマナー、思いやりの気持ちなど社会性を養う一助ともなる。 

キッズ年代から良いアプローチを行うことで、スポーツ好きな子どもを増やし、将来的には日本のスポーツの発展、またはサッカ

ーの発展にも繋がってくる。楽しさと学びの両方を与えることを大事にしながら、子どもたちにとって良い働きかけをしていくこと

が大切である。 

 

【キッズ委員会の主な事業】 

◎巡回指導 

 幼稚園、保育園、認定こども園、小学校に出向いて全員に運動遊びやボール運動、サッカーを経験してもらい子どもたちにとって

サッカーの出会いとなる事業。出向いたコーチは子供たちにとってサッカー人生において初めて出会ったコーチとなる。 

◎フェスティバル 

 運動遊びやボール運動、サッカーに興味を持った子どもたちが集まり、新たな仲間との出会いの場となる事業。サッカーに興味を

持ち始めた子どもたちが集まる為、よりサッカーの魅力を感じることでサッカーの競技人口を増やすことにも繋がる事業でもある。 

◎キッズリーダー養成講習会 

 キッズプログラム（キッズに関連する事業）に関わる大人を増やし子どもにあった環境を作る事業。講習会を通じて子どもの成長

過程、各年代における特徴、子どもとの関わり方などを学ぶカリキュラムとなっている。 

 受講資格は16歳以上（受講年度の4月１日時点で満15歳以上）からとしており、高校生、大学生にも、勉強をしてキッズリーダ

ーとして子どもたちに関わってもらえるようになっている。 

◎キッズエリート 

キッズプログラムでサッカーに出会った子どもたち、 その中でも能力の高い子どもたちに対し、その年代に適した良い環境と指導

を与え、将来の伸びを促す。 また、子どもたちを把握し、成長の過程をモニタリングできるようにする。プレゴールデンエイジから

ゴールデンエイジに向けての良い準備をする為の事業である。 

 

【各事業の報告】 

◎巡回指導 

・活動実績 ※2020年度7月1日（水）〜11月30日（月）まで 

 県北 県南 会津 相双 いわき 計 

実施コマ数 

(前年比) 

108 

(-17) 

114 

(-56) 

94 

(-60) 

17 

(-1) 

114 

(-65) 

447 

(-199) 

実施施設数 

(前年比) 

45 

(-2) 

41 

(-7) 

27 

(-17) 

6 

(±0) 

54 

(-3) 

173 

(-29) 

実施人数 

(前年比) 

2,932 

(-402) 

3,280 

(-1,059) 

1,847 

(-1,352) 

382 

(+24) 

2,112 

(-1,209) 

10,553 

（-3,998） 

○成果 

・新型コロナウイルスの影響により7月から開始されたこともあり、前年度よりも実績値は減少しているが、例年の4月から6月ま

での実績値が差し引かれたことを考えると7月以降は例年と同等のペースで実施することができた。 
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・新型コロナウイルス感染症対策を施設側とも連携し、対策を徹底しながら実施できていた。 

○課題 

・巡回を通してサッカーを始めた子どもの人数を数値化し、データ化することでより今後の普及活動に活かしていきたい。 

・今年度、希望日が集中してしまう時期にスタッフの人数が限られてしまっている為、希望に添えず実施できなかった施設もあった。

平日に関わることができるスタッフが増えていくことで、より多くの施設、子どもにサッカーに触れる機会を与えることができる

と考える。 

 

◎キッズフェスティバル 

※新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

 

◎キッズリーダー養成講習会 

※新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

 

◎キッズエリート  

※新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

 

【総括】 

今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響によりキッズ事業に関するほとんどの事業が中止となった１年間であった。特に、フ

ェスティバル、エリートが開催できなかったことに関しては、多くのキッズ年代の子どもたちが、サッカーに出会い、サッカーに目

覚め、ここからサッカーをより頑張っていきたいという中、サッカーを行う環境を提供することができなかったことはとても残念な

ことであった。 

 しかしこのような状況の中でも、感染症防止対策を徹底し、巡回指導を通して約１万人を超える子どもたちにサッカーと出会う機会

を作れた行うことは大きな成果である。 

 未だ新型コロナウイルスの終息の目処が立っていないが次年度は、感染防止対策徹底を継続しながら今年実施することができなかっ

た「キッズフェスティバル」、「キッズリーダー養成講習会」、「キッズエリート」の事業も再開させていけるように準備し、子どもた

ちがサッカーに出会い、目覚め、そして４種・女子、その先のカテゴリーへと繋げて行けるように活動していきたい。 

 今後の発展の為に、多種別の指導者の方もご協力いただきますようお願いします。 

 

 

 

2020年度 活動報告 福島県女子サッカーの現状と課題 

報告者：女子強化チーフ 松本 克典 

 

１．福島県女子サッカーの成果と課題 

（U12トレセン） 

   活動目標：ＪＦＡガールズエイト（Ｕ１２）東北における優勝、Ｕ１２年代の強化・普及 

   活動報告：  

①トレセン活動 （年５回（予定）） 

・11/29（広野）のみ実施 

・活動内容…東北ＴＣメニューで実施 

     ・東北ＴＣ（U11）に４名のＵ１２女子選手の参加 ← 今年度実施なし 

②Ｕ１２女子福島県サッカーリーグ（Ｇリーグ） （年３回（予定）） 

・12/06（相馬光陽）のみ実施 

・各地区（６地区）からのＵ１２女子で構成された選抜および単独チームによるリーグ戦を実施 

③県外遠征 今年度はすべて中止 

・栃木県女子ユース（Ｕ１２）オープンサッカー大会 ← 今年度中止 

・チャレンジ新潟 ← 今年度中止 
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・少女サッカー都県チーム関東・東北交流大会 ← 今年度中止 

④ＪＦＡガールズエイト（Ｕ１２）東北（2021.2.20～21＠相馬市） 

     2015年度 準優勝  2016・2017年度 優勝  2018年度 予選リーグ敗退  2019年度中止 

    活動における成果と課題 

    〇４種との連携による 

     ●優秀選手の県外流出 橋本ともか（富田西SSS）→ マイナビ仙台 

               ※星 まなみ（小名浜FC） → JFAアカデミー福島 

 

（U15トレセン）  

   活動目標：セイホクカップにおける優勝、Ｕ１５年代の強化・普及 

   活動報告：  

①トレセン活動 （年８回（予定）） 

・9/5、11/7（セレクション）、12/5（TR）（計３回実施） 

・セレクション後は24名（GK２名）にメンバーを絞り、TR（NTCU14メニュー）を実施 

・U15はセレクション後も任意参加 → U18への活動継続につなげるため 

 ②セイホクカップ東北Ｕ１５ （今年度は中止） 

     ・2019年度より新設された大会 （カメイカップの女子版） 

     ・Ｕ１５年代の各県選抜チームによる 

   活動における成果と課題 

    ○感染症対策を十分にとった上での開催 

    〇セレクションを行うことにより、質の高い集団でのTR 

●Ｕ１４→Ｕ１５への継続的なプログラム（中２→中３への活動機会） 

●同年代女子との拮抗した戦い （vs他県選抜、県外遠征など） 

●優秀選手の県外流出 柴田 瞳（ビアンコーネ）→ ノジマステラ神奈川 

           渡部 心（会津サントス）→ ベガルタ仙台 

           高木  （いわきFC）   → 開志学園 

    ●新たな指導スタッフの発掘、育成 

    ●３種との連携→選手の把握、トレセン活動への理解 

 

（国体女子）  

   活動目標： 本国体に出場し、ベスト４にはいる 

   活動報告： （今年度は活動なし） 

 

２．福島県女子サッカーにおける今後の課題 

  ◇２０２２年 第７７回とちぎ国体から新設される「少年女子」に向けての計画的強化 

    → ・現中２、中３早生まれの把握 

・Ｕ１３、１４ＴＣの実施内容 （ＴＲＭ・県外遠征など） 

・Ｕ１５ セイホクカップへ向けた計画的強化 

・Ｕ１６/Ｕ１８トレセンの新設 

・東北トレセンマッチ開催に向けての計画・立案、カレンダー作成 

 ◇国体女子強化に向けての施策 

    → ・Ｕ１８年代の強化 

           ・活動チーム、就労場所の確保・斡旋、活動機会の創設（フェステバル、大会の実施など） 

          ・指導スタッフの発掘、育成スタッフ研修会の実施 

 

 

 


