
平成23年度　第40回東北地区サッカースポーツ少年団交流大会

兼第31回東北ブロックスポーツ少年団サッカー交流大会

大会報告書

主　　　催　（財）日本体育協会日本スポーツ少年団

期　　　日

会　　　場

報　告　者

東北サッカー協会

東北ブロックスポーツ少年団連絡協議会

（財）秋田県体育協会秋田県スポーツ少年団

平成23年7月30日（土）～8月1日（月）

秋田市　雄和中央公園　球技場

吉成ウイングス　　監督　木　下　英　敏



◆　参加チーム

A　グループ �B　グループ �C　グループ �D　グループ 

仁井田　　秋田2位 �松　原　　山形2位 �グルージヤ　岩手2位 盛岡 �AC ジュニオール　宮城2位 

Q両nto　山形4位 　鶴岡 �トウリオー二　青森4位 �桑野SC　　福島4位 �旭　川　　秋田4位 

塩釜FC　宮城3位 �日　新　　秋田3位 �櫛　引　　山形3位 �愛誠SC　　福島3位 

ピアンコーネ　福島2位 �花巻 ヴェルディ　岩手3位 �JEF八戸　青森2位 �十和田　　青森3位 

川　尻　　　秋　田 �吉成 ゥィングス　宮城4位 �BTO　　　秋　田 �ぎ完三　岩手4位 

◆　大会1日目

東北大会のまず一番の出来事は、会場に到着するなりACジュニオール

の選手が100m先にいる私を見つけて走り寄ってきて「こんにちは」

と握手を求めて来たことでした。しかも5年生の選手です。

この試合前の出来事は、私にとっていろいろ考えさせられることとなり

ました。

やはり普段からの自然体の行動だと思いました。

サッカーも同じです。日常のトレーニングが重要で急に本番（試合など）

で上手く出来る訳ありません。

今回の大会は「吉成ウイングス」にとって初出場ですが、選手・指導者

保護者がそれぞれに貴重な経験を得ることができました。

「試合」は勿論、ホテルでの「集団生活」や、今自分たちが何の大会に

秋田に来ているか…　‥それぞれ沢山のことを学びとった思います。

試合は第1試合が山形県代表の「松原」

吉成 ウイングス �3 �VS �3 �松　原 

第2試合が岩手県代表の「花巻ヴェルディ」

吉成 ウイングス �4 �VS �6 �花巻 ヴェルディ 

試合は、大会初日とあって選手たちは少々緊張気味でしたが、やりたい

事も出来ていたし、まずまずの内容だったと思います。



相手は各県の代表で来ているわけですから、そう簡単には勝たしてくれませ

ん。

ホテルに帰って色々考えてみました。

宮城県でベスト4になってこの大会に来たのに、ただ参加しただけでは得る

ものがない。

「成果を出したい」選手たちに、私の考えをミーティングで話をしました。

選手たちも「勝ちたい」「参加しただけでは嫌だ」「明日は頑張ろう」と言っ

てくれました。その言葉は、今でも嬉しく思っています。

◆　大会2日目

第1試合は、秋田県代表の「日新」

吉成 ウイングス �6 �VS �1 �日　新 

第2試合は、青森県代表の「トウリオーニ」

吉成 ウイングス �4 �VS �2 �トウリオー二 

ここで2勝した事はとても嬉しかったです。

ゲーム内容は、2試合とも良く集中していましたし「吉成ウイングス」が拘っ

ている「ゴールを決める為のボール回し」が良く出来ていました。

「ドリブル」なのか「パス」なのか「その場所」で「どのようなプレーが有

効か」「良く判断」しプレーをする。
一人ひとりが良くできていたと思います。

予選の結果は、2勝1分け1敗でグループ2位に決まりました。

監督として100％の満足感はありませんが、選手たちは良く頑張ったと思

います。

◆　大会3日目

2位グループの1回戦

吉成 ウイングス �0 �VS �2 �ビアンコーネ 
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やはり予選を2位で上がってきたチームです「すごく上手でした」。

後半の飲水タイム寸前に失点し、その後に1点と約10分で2失点

少し集中が切れかかっている時間に、失点をしてしまいました。

強いチームは、そう言う「隙を逃さず得点」をする、流石でした。

2位トーナメント3位決定戦

吉成 ウイングス �1 �VS �4 �桑　野 

この試合は完全に足が止まり、全く集中できませんでした。

最後のゲームだっただけに「すごく悔しい」負け方でした。

◆　吉成ウイングスの16名の選手

ここでチームのお話をします。

今年のトップチーム16名は、南吉成小を中心に近郊の小学校から集まっ

た5・6年生の子供たちで編成されています。

昨年の秋から今年の春先に掛けて「心に傷ついた」子供たちが数名移籍

をしてきました。
「移籍」には、兎角「椰輸された中傷」が付き物です。

しかし、その子供たちは「吉成ウイングス」で水を得たかの様に変身を

遂げたのです。
「宮城県でベスト4」「東北でベスト8」其れより何よりサッカーを止

めなかった子供たち、それを受け入れた子供たちを褒めて上げたいと思

います。「本当に良かった」

◆　全日程を終えて

この大会は、とても充実した3日間となりました。

サッカーもそうですが「オフザピッチ」の事など、選手たちが一回り

成長できたと思います。

◆　感　謝

最後に、この大会にご尽力くださいました秋田県サッカー協会をはじめ

として宮城県サッカー協会・青葉ブロックの皆様には心から感謝申し上

げます。今後ともサッカーの発展に寄与してまいりたいと思いますので

どうぞご高配賜ります様、お願い申し上げます。
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第31回　東北フロック　スポーツ少年団サッカー交流大会

平成23年7月30日′）8月1日

A　グループ �B　グループ �C　グループ �D　グループ 

1 �仁井田　　秋田2位 �松　　原　山形2位 �クルージャ盛岡　岩手2位 �ACジュ二オール宮城2位 

2 �Quinto鶴岡山形4位 �トウリオー二　青森4位 �桑野SC　福島4位 �旭　　川　　秋田4位 

3 �塩　釜　FC　宮城3位 �日　　新　秋田3位 �櫛　　引　　山形3位 �愛誠SC　福島3位 

4 �ピアンコーネ　福島2位 �花巻ベルディ　岩手3位 �JEF八戸　青森2位 �十和　田　青森3位 

5 �川　　尻　　秋　田 �吉成ウインクス　宮城4位 �B　T　O　　秋　田 �ジュニアアントス岩手4位 

仁井田 �鶴　岡 �塩　釜 �ビアンコーネ �川　尻 �勝　点 �得　点 �失　点 �得失点 �順　位 

仁井田 �⑳ �0　2－1 �×　0－3 �×1－3 �01－0 �6 �4 �7 �－　3 �4 

鶴　岡 �×1－2 �⑳ �×　3－5 �0　6－4 �0　8－6 �6 �18 �17 �＋　1 �3 

塩　釜 �0　3－5 �0　5－3 �⑳ �△　2－2 �0　7－1 �10 �17 �6 �＋11 �1 

ビアンコーネ �0　3－1 �×　4－6 �△　2－2 �⑳ �0　3－1 �7 �12 �10 �＋　2 �2 

川　尻 �×　0－1 �×　6－8 �×1－7 �×1－3 �⑳ �0 �8 �19 �－11 �5 

松　原 �トウリオー二 �田　新 �ベルディ �吉　成 �勝　点 �得　点 �失　点 �得失点 �順　位 

松　原 �⑳ �×　0－3 �0　4－0 �×1－2 �△　3－3 �4 �8 �8 �0 �4 

トウリオー二 �0　3－0 �⑳ �0　9－0 �×1－3 �×　2－4 �6 �15 �7 �＋　8 �3 

日　新 �×　0－4 �×　0－9 �⑳ �×　0－8 �×1－6 �0 �1 �27 �－26 �5 

ベルディ �0　2－1 �0　3－1 �0　8－0 �⑳ �0　6－4 �12 �19 �6 �＋13 �1 

吉　成 �△　3－3 �0　4－2 �0　6－1 �×　4－6 �⑳ �7 �17 �12 �＋　5 �2 

盛　岡 �桑　野 �櫛　引 �JEF �BTO �勝　点 �得　点 �失　点 �得失点 �順　位 

盛　岡 �⑳ �×1－2 �0　2－0 �×1－2 �0　7－1 �6 �11 �5 �＋　6 �3 

桑　野 �0　2－1 �⑳ �0　4－0 �×1－2 �0　3－1 �9 �10 �4 �＋　6 �2 

櫛　引 �×　0－2 �×　0－4 �⑳ �×1－6 �×　3－4 �0 �4 �16 �－12 �5 

JEF �0　2－1 �0　2－1 �0　6－1 �⑳ �0　3－2 �12 �13 �5 �＋　8 �1 

BTO �×1－7 �×1－3 �0　4－3 �×　2－3 �⑳ �3 �8 �16 �－　8 �4 

ACジュ二 �旭　川 �愛　誠 �十和田 �アントス �勝　点 �得　点 �失　点 �得失点 �順　位 

ACジュ二 �⑳ �010－0 �△1－1 �0　7－1 �△　0－0 �8 �18 �2 �＋16 �2 

旭　川 �×0－10 �⑳ �×　0－9 �×1－4 �△　2－2 �1 �3 �25 �－22 �5 

愛　誠 �△1－1 �0　9－0 �⑳ �0　6－0 �0　2－0 �10 �18 �1 �＋17 �1 

十和田 �×1－7 �0　4－1 �×　0－6 �⑳ �△　2－2 �4 �7 �16 �－　9 �3 

アントス �△　0－0 �△　2－2 �×　0－2 �△　2－2 �⑳ �3 �4 �4 �－　2 �4 
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