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少年団活動と２つのキーワード

与野下落合サッカースポーツ少年団　団長

近藤  裕司

与野下落合サッカースポーツ少年団が発足し歩んできた 50 年、これま
で当団を育て、見守り、そしてご支援いただいた多くの方々に改めて敬意
を表し深く感謝申し上げます。
約 10 年前、私が現在の職をお引き受けするにあたって、鈴木前団長か
ら「常に団員（子どもたち）にとってのベストが何かを考える」というア
ドバイスをいただき、自信も経験もない不安から曇っていた視界がパッと
開けた気がしました。そこで『プレイヤーズ・ファースト』というキーワー
ドを自身および団活動の柱としていくことに決め、今日まで困ったときに
は、いつもこの指針に立ち返り、皆でなんとか乗り切ってまいりました。
また、サッカーを通じた団員たちの成長のためには心・技・体の充実と
向上が必要であり、中でも基礎となるのが心の部分だと考えています。そ
こで当団では、団員および指導者、そして保護者も含め他を思いやる気持
ち『リスペクト』を団共通のキーワードとし、自分たちを取り巻く全ての
人や物に感謝し、尊重し合い、思いやる心を纏

まと

ってボールを蹴ることが、
下落合のサッカーだと言えるように頑張っています。勝利に慢心せず敗者
を讃え、また、敗れても勝者に拍手を送れるような人間になることが、個々
の成長において何より大切であり、そんな選手の集まりが真に強いチーム
をつくると信じているからです。
今後も当団は、子どもたちにサッカーの楽しさと素晴らしさを伝えなが
ら、次の 50 年を目指し活動を続けてまいります。変わらぬご指導とご協
力をどうぞ宜しくお願いいたします。



44

創立50周年を祝して

さいたま市長

清水  勇人

与野下落合サッカースポーツ少年団が創立 50 周年を迎えたこと、誠にお
めでとうございます。
日頃から、少年サッカーを通じた青少年の健全育成と地域のスポーツ振
興に多大なる貢献をいただき、心から感謝申し上げます。
貴団が 50 年もの長きにわたる活動を積み重ね、逞しく育った沢山の子ど
もたちを輩出されておりますことは、指導者、保護者、学校関係者の皆様
方の御尽力によるものであり、地域の絆の賜物であると思います。
さいたま市には、「サッカーのまち」としての長い歴史がございます。ま
た、サッカースポーツ少年団の活動が盛んで、幼い頃からサッカーに触れ、
身近な場所でプロのプレーを観戦できる素晴らしい環境があります。浦和
レッズの橋岡大樹選手や、大宮アルディージャの大山啓輔選手など、さい
たま市のサッカースポーツ少年団出身のプロサッカー選手も現在数多く活
躍しており、今後も、さいたま市のサッカースポーツ少年団で育った子ど
もたちが全国や世界で活躍いただけるよう、心から願っております。
今後もさいたま市ではサッカーを核としたスポーツのまちづくりを推進
するために各種施策に取り組んでまいりますので、引き続き御支援、御協
力をいただきますようお願い申し上げます。
結びに、与野下落合サッカースポーツ少年団の益々の御発展と、関係者
の皆様の御健勝を心より祈念いたしまして、御祝いの言葉とさせていただ
きます。
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『わくわく』することが原動力

さいたま市立下落合小学校　校長

横井  寿彦

与野下落合サッカースポーツ少年団創立５０周年、誠におめでとうござ
います。
５０年続いていることに、その間、関わってこられた指導者や保護者、
関係者の方々の御苦労、そして熱意に敬服いたします。
さて、私はサッカーではなく、野球やソフトボールの指導者の一人として、
小・中学生に関わった経験があります。その間、たくさんの感動を子ども
たちからもらいました。輝く笑顔、涙を流しながら悔しがる姿・・・。そ
のどれもが今も心に刻まれています。また、一緒になって子どもたちを応
援・支援してきた保護者の方々とは、ありがたいことに今でも繋がりを持
たせていただいております。
そんな経験の中から、子どもたちには「わくわくした気持ち」を大事に
してほしいと思っています。「好きこそものの上手なれ」と昔から言われ
ております。子どもたちが「わくわく」しながら行動するためには、周り
にいる大人の関わり方が重要です。「子どもたちの可能性を信じ」、「挑戦
できる環境を作り」、「小さな成功体験をいっぱいさせ」、「素敵な言葉をいっ
ぱいかけて」ほしいと思います。
これから１０年、２０年、そして５０年先になっても、サッカーが好き、
スポーツが好きなワクワクした子どもたちに会えるのを楽しみにしています。
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創立50周年祝辞

さいたま市サッカー協会副会長
さいたま市北部少年サッカー指導者協議会会長

関根  信明

与野下落合サッカースポーツ少年団の創立 50 周年、誠におめでとうござ
います。指導者協議会を代表し心からお喜び申し上げます。
この間、貴少年団を支えて頂いた近藤裕司団長はじめ役員の皆様、発足
当時より支えて頂いた歴代の役員の皆様、創立 50 周年記念事業実行委員
会の皆様への敬意と感謝を申し上げます。
貴少年団は、マイボールを大切に、クレバーで技術の高い選手、あいさ
つ日本一を目指す指針を持って団を運営されることに感心しているところ
です。
また、昭和 52 年第１回全日本少年サッカー大会で清水FCとの引き分け
優勝という輝かしい成績を残されており、全国大会に出場することすら大
変難しいところですが、全国大会優勝できたということを各少年団はもと
より指導者協議会としても大変誇りに思うところです。
50 周年を契機に、更に貴少年団が発展し指導者協議会の模範となること
をご祈念申し上げますとともにご関係の皆様の益々のご健勝をご祈念申し
上げ、祝辞とさせて頂きます。
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グラウンドでの歓声いつまでも

与野下落合サッカースポーツ少年団　前団長

鈴木  弘一

与野下落合サッカースポーツ少年団創立 50 周年、おめでとうございます。
少年団活動を支えてくださっている、近藤団長、指導者の皆様、関係者
の皆様には心より感謝申し上げます。
今年の少年団だより「キッくん 29 号」の赤津コーチのメッセージに「2
年生の芝南大会ブロック１位になり決勝戦を前に、私はみんなに聞きまし
たね。ベストメンバーでいくか？ブロックの戦い通り全員でいくか？多少
メンバーは変わりましたが、６年生になった今でも全員で戦う姿勢は受け
継がれていますね。」とありました。決勝戦をベストメンバーでいく選択
も１つですが、チーム全員で決勝のステージに立ち力を出しきることを選
択して臨んだ子ども達、そして６年生までこの姿勢を持ち続けたことに、
私は胸が熱くなりました。また先日、ガソリンスタンドでアルバイトをし
ていたＯＢに会いました。「最近どう？サッカーは？」と声を掛けると、「今
大学４年で、学校の教師になりサッカーを指導したいです。」との返事で
した。成長した子ども達の中に少年団の思いが息づいていることを感じる
ことができ、大変嬉しくなりました。
この少年団の始まりは、新任教師として下落合小学校に赴任して来られ
た上野先生 ( 初代監督 ) と、上野先生のサッカーへの情熱に心を動かされ
た初代柏団長との出会いでした。そして５０年、今たくさんの子ども達と
ＯＢを含む指導者の皆さんがグラウンドで汗を流しています。これからも
６０年７０年と、このグラウンドの光景が続くことを期待しております。
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50年の歴史を振り返って

与野下落合サッカースポーツ少年団　初代監督

上 野  匡

与野下落合サッカースポーツ少年団創立５０周年おめでとうございます。
東京オリンピックでの杉山・釜本等の活躍によるサッカーブームが契機
となり、昭和４２年１０月に、現少年団の前身となる「与野下落合サッカー
クラブ」が発足いたしました。
何もない中でのスタートでしたが、３年生から５年生まで３０名ほどの
メンバーが熱心に練習に取り組んでいました。しかし、予算もなくボール
の購入等にも苦労する状況でした。
その活動の様子を見兼ねて、昭和４５年に柏廣さんが地域の皆さんに呼
び掛け、「与野下落合サッカースポーツ少年団」、同後援会を立ち上げて下
さいました。そして、柏さんはその後３０年の長きに渡り団長として献身
的に団の運営を支え続けられました。
又、柏さんの人柄に引かれ、大勢のスタッフが参加協力して下さいました。
これらの方々の多くは、子どもが卒団しても協力を惜しまず援助活動を
継続されました。
そして、それが与野下落合サッカースポーツ少年団の伝統となり受け継
がれ、今日の発展の大きな力となっていると思われます。
このような多くの皆さんの御努力により、今では下落合の地域にサッカー
文化がしっかり定着し、親子２代にわたりサッカーを楽しむ姿がたくさん
見られるようになりました。
関係者の皆様方の長年にわたる御努力に対し、心から敬意を表します。
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創立50周年を祝して

与野下落合サッカースポーツ少年団OB会　会長

柏  悦郎

1964 年（昭和 39 年）第 18 回東京オリンピックが開催され、サッカー日
本代表がベスト８に進出し、1965 年（昭和 40 年）日本サッカーリーグ（JSL）
が始まり、サッカーが少しずつ全国的に普及されている頃、1967 年（昭和
42 年）私が小学校 3年生 3学期に、当時下落合小学校の教員だった上野匡
先生が、「サッカー」というスポーツに興味を持った小学生（３～５年生）
を集め、土曜日・日曜日にボールが見えなくなるまで時間を忘れて楽しん
でいました。そんなボールを追いかけている小学生に、地域の人たちの協
力で、ユニフォーム（アーセナルモデル）を作ってもらい、与野上落合小
学校・浦和市内の小学生チームとも少しずつ対等な試合ができるよう上達
しました。
1970 年（昭和 45 年）12 月 5 日に、「下落合サッカースポーツ少年団」
が結成され、1973 年（昭和 48 年）第 7 回全国サッカー少年団大会出場、
1977 年（昭和 52 年）第 1回全日本少年サッカー大会優勝、日本代表選手
輩出等、輝かしい歴史を含め、サッカーに関わった子供たちを中心に、「地
域の財産」を歴代の学校関係者・地域・指導者・保護者の方々・OBの協
力のもと、伝統を引き継ぎ半世紀を迎えられたことに感無量の想いです。
OB会も、2021 年（令和 3 年）OB会創立 20 周年を迎えます。今後も、
与野下落合サッカースポーツ少年団へのバックアップと共に、毎年卒団す
るOBが、「下落合小学校」という人生の原点に帰れる場所を今後も提供
できるよう、より一層充実した組織にしていきます。
与野下落合サッカースポーツ少年団を愛する皆様方と、新たな半世紀へ
のスタートを祝したいと思います。
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創立50周年を迎えて

与野下落合サッカースポーツ少年団　監督

北川  久

私も与野下落合サッカースポーツ少年団で育ち、5期生として当少年団
でサッカー漬けの日々を送りました。今改めて考えると、私のこれまでの
人生は当少年団から始まり、指導者を通して現在監督に至るまで常にサッ
カーと共に歩んできました。サッカーが私の人格形成に多大なる影響を与
えていたと思います。
私の子供達にあたる 2代目、3代目も当少年団の団員として、サッカー
を通じ人として成長させて頂きました。改めて当少年団の 50 年の歴史を
しみじみと感じる次第です。これはひとえに指導者の皆さん、保護者の皆
さん、OB、OGの皆さん、多くの方々のご協力のお陰です。ありがとうご
ざいましたと同時にこれからも温かい目で、ご支援頂ければと思います。
当少年団の指導方針は、
　・個の基本をしっかり作る。
　・サッカーを通じて人として成長する。
を大きな柱としており、サッカーを通じた人間形成に重点を置いて指導
をしております。
また、夏祭りを代表とした地域のコミュニティにも積極的に参加し、地
元の方々から熱い応援を頂くと同時に地域貢献にも力を入れています。
これからもサッカーの素晴らしさを感じながら、仲間達と日々の練習を
通じて切磋琢磨しながら勝利に向かって頑張っていけるよう指導・支援を
していきたいと思います。
そして卒団後も、当少年団に所属していたことを誇りに思えるような環
境作りを、これからも続けて行く所存です。
結びに、当少年団を支えて頂きました関係者皆様には心より感謝を申し
上げます。これからも引き続き当少年団発展のためのご指導、ご協力をよ
ろしくお願いいたします。
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守るべき伝統と革新への挑戦

与野下落合サッカースポーツ少年団　指導者

コーチングスタッフ一同
（村上  勝利　記）
このたび与野下落合サッカースポーツ少年団が記念すべき 50 周年を迎え
られたことは、当少年団の関係者の皆様方やＯＢの方々、そして地域の皆
様方など非常に多くの方々のご尽力の賜物であると考えております。紙面
をお借りしましてすべての関係者の皆様方に感謝申し上げます。
当少年団は地元出身の少年団関係者を中心に、ＯＢの皆様や地域の方々、
関係団体等と密接に且つ良好な関係を構築しそれを継続してきたこと、そ
して時代は大きく変わっても守るべき良き伝統をゆるぎないポリシーを
もって頑なに守り続けてきたことこそが、半世紀の長きに渡り少年団活動
を運営し発展させることを可能にしたのであろうと思っております。
当少年団は地域に根ざした活動をベースに、地元出身者だけでなく他の
地域や他県からの転入者も例外なく受入れることにより、今日まで数多く
の少年達をはじめ保護者の皆様にサッカーと巡り会える機会を提供し続け
てきました。
私ども少年サッカーの指導に携わる者としましては、当少年団がこれまで培っ
てきた育成年代の指導のノウハウを大切に守りながら、全ての団員に魅力を感
じてもらえるようなより良い指導を目指してチャレンジしていく所存であります。
当少年団がこれからも末永くサッカーを通じて少年たちの育成に寄与し
続けること、そしてこの地域のコミュニティーの継続的な発展を担うイン
キュベーターのような役割を果たしていく素敵な団体であり続けることを
祈念しまして指導者一同の祝辞とさせていただきます。

近藤団長近藤団長 北川監督北川監督

桑原TA桑原TA

林コーチ林コーチ 大久保武コーチ大久保武コーチ 前田コーチ前田コーチ 内田コーチ内田コーチ 小澤コーチ小澤コーチ 岩本拓コーチ岩本拓コーチ 村上友基コーチ村上友基コーチ 鈴木剣コーチ鈴木剣コーチ 相澤コーチ相澤コーチ 青山コーチ青山コーチ 入江コーチ入江コーチ

青木コーチ青木コーチ 哘コーチ哘コーチ 細野コーチ細野コーチ 村上友恒コーチ村上友恒コーチ 川浦コーチ川浦コーチ 赤津コーチ赤津コーチ 八代コーチ八代コーチ 高橋コーチ高橋コーチ 新井コーチ新井コーチ

安達コーチ安達コーチ

渡部コーチ渡部コーチ鶴﨑TA鶴﨑TA 住田コーチ住田コーチ

近藤コーチ近藤コーチ
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昭和43年
（1968）

　下落合小学校で、種々の遊びの中の球
技として、一部の生徒の間で、サッカー
競技が始まる。
　ちょうど、 新任間もない上野先生も、 
サッカー競技に興味を持ち、 子どもたちの
指導方法を如何にすれば良いか研究され
た時期でもある。 この年、 与野市内サッ
カー大会で優勝した。

表彰式（６年生全員）

第１回与野リーグの試合開始！

与野市内サッカー大会優勝

昭和43年度（1968年）：8名昭和43年度（1968年）：8名
石 岡 　　 悟 大 島　 信 吉 春 日 　　 昇 吉 田　 秀 喜
石 川 　　 寛 金 子　 章 男 柴 崎　 康 之 C 渡 辺 　　 淳
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昭和44年
（1969）

5月
埼玉県施設活用推進サッカー大会優勝
対本太小　3－ 0
（大宮サッカー場）

10月
秩父長瀞、ハイキング

1月
第 1回与野市内親善サッカー大会優勝

県施設活用推進スポーツ大会サッカーの部優勝

大会記念写真（大宮サッカー場）

昭和44年度（1969年）：13名昭和44年度（1969年）：13名
石神　宏二 C 鹿野　邦昭 坂下　照一 宝田　光孝 山田　良隆
榎本　勝弘 小内　幸一 島田　　実 西村　公男
金子　茂之 越川　一裕 菅又　哲男 山田　　宏
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昭和45年
（1970） 第1期生

5月
第１回　浦和・蕨・与野少年サッカー親善
リーグ大会
市外での対外試合では、チーム結成以来
初優勝

12月
与野下落合サッカースポーツ少年団、
及び後援会結成
招待試合に勝つ
対上木崎　１－０

1月
花園村、招待試合参加
第２回　与野市内親善サッカー大会
全勝優勝（４チーム参加）

与野市内親善サッカー大会優勝

下落合サッカースポーツ少年団結成（S45.12.5）

第1期生：9名第1期生：9名
五十嵐友一 鎌倉　岳志 田中　淳一 星　　長富 山崎　伸浩
柏　　悦郎 C 竹折　　一 辻村　公雄 山口　文幸
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昭和46年
（1971） 第2期生

4月～5月
第 2回　浦和・蕨・与野少年サッカー親善
リーグ大会全勝優勝

6月
児玉小学校遠征（児玉、仲町、北浦和、
越生と対戦　4戦 4 勝）

7月～8月
第 7回読売選抜少年サッカー大会初出場
準優勝（65 チーム参加）

11月
花園少年サッカー招待試合参加

12月

1月

3月

第 8回読売少年サッカー大会　準優勝
（65 チーム参加）

北浦和、上木崎、宮代ＳＳ少年団と対戦
全勝

第 8回読売選抜少年サッカー大会
準優勝

第 2回浦和・蕨・与野親善リーグ大会全勝優勝

第 8回読売少年サッカー大会準優勝

第2期生：15名第2期生：15名
大橋　邦明 金子　　久 須田　　徹 知野　幸雄 矢野　哲也
柏　　直治 斎藤　裕人 高田　雅之 野村　雅春 遊佐　晃彦
加藤　雅之 清水　裕一 玉川　敏夫 宮本　茂治 C 渡辺　　誠
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昭和47年
（1972） 第3期生

4月～5月
第 3回　浦和・蕨・与野少年サッカー親善
リーグ大会　優勝

7月
第 1回埼玉県少年サッカー大会参加
準決勝進出

8月
少年団創立以来初めての夏季合宿
（三峰神社 2泊 3 日）
第 11 回読売少年サッカー大会参加　3位

11月～12月
第 12 回読売少年サッカー大会参加
準優勝

2月
三室小学校開校 100 年記念招待サッカー
大会出場
第 6回読売選抜少年サッカー大会参加
準優勝

準決勝　対アストラ　　4－ 1
決　勝　対モランボン　0－ 2

第 12 回読売少年サッカー大会準優勝

ハーフタイム（読売ランド・サッカー場）

第 12 回読売少年サッカー大会表彰式（田中君）

第3期生：12名第3期生：12名
市川　　学 金子　正典 高原　正次 山田　　豊
今井　　浩 斎藤慎一郎 田中　真二 C 吉田　　博
川崎　　衛 須田　好浩 山崎　祐二 吉田　正之
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昭和48年
（1973） 第4期生

4月～6月
第 4回　浦和・蕨・与野少年サッカー親善
リーグ大会　3位

7月
第 2回埼玉県少年サッカー大会優勝

8月
第 7回全国サッカー少年団大会参加
ブロックリーグ　2 勝 1 敗で決勝トーナ
メント出場できず
本栖湖青少年スポーツ・センターにて
夏季合宿（参加 65 名）
日大サッカー部と練習試合 2－ 0 で惜敗

9月
市民体育祭にて全国大会出場の団員に楯
が贈られる。式後、市内各チーム・トー
ナメント方式にて試合

12月
第 9回読売少年サッカー大会
初優勝（92 チーム参加）

第 2回埼玉県少年サッカー大会優勝

第 7回全国大会出場記念少年団々服着用

待望の長期合宿（本栖湖）

第4期生：19名第4期生：19名
今泉　淳一 黒沢　　亨 斎藤　幹雄 樋爪　勇司 三坂　　茂
川上　憲一 越田　浩之 鈴木　哲也 福島　章浩 C 宮本　珠樹
倉橋　靖二 小島　邦隆 戸谷　倫彦 星野　明夫 吉村　博樹
栗原　伸樹 近藤　修一 新村　秀樹 前川　直之
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昭和49年
（1974） 第5期生

第 9回読売選抜少年サッカー大会優勝

第 1回与野市サッカースポーツ少年団大会優勝

4月～6月
第５回　浦和・蕨・与野少年サッカー親善
リーグ大会　第３位

8月
第 11 回読売少年サッカー大会準優勝
第９回読売選抜少年サッカー大会優勝
今市青少年スポーツセンター合宿

9月
市民体育祭に参加
下落合A・B 優勝
下落合 C 準優勝

1月
第１回与野市サッカースポーツ少年団大
会（下落合、大戸、西北、上落合、鈴谷、
本町 SS 参加）
６年生の部　優勝　下落合
５年生の部　優勝　下落合

3月
第２回生涯スポーツ中央大会、
サッカーの部に参加
対　幸手　７－０
対　所沢　５－０

PTAだより
おめでとう　下小チーム
　読売ランド、サッカー競技場で行われた、第 11
回読売少年サッカー大会で下小サッカースポーツ
少年団は予選を勝ち抜き、8月 11 日、東京・町田
チームと優勝を争いましたが、惜しくも 1対 0 で
敗れ準優勝となりました。
　8月14日・15日行われた読売選抜大会で、下小チー
ムは東京・町田チームとともに出場、静岡、石川、山梨、
兵庫各県代表の強豪と覇権を競いました。
　下小チームは予選リーグで、静岡・藤枝市の西益
津チームを5対 2、石川県・石岡チームを7 対 0で
破り、準決勝へ進出、ここで先の大会で勝をゆずっ
た宿敵東京・町田チームと対戦しましたが双方あい
ゆずらず 0対 0のまま、ついにＰ・Ｋ合戦となり、下
小チームはここで貴重な1点をものにし見事に雪辱を
なしとげ、決勝戦では兵庫・東灘チームを2 対 0で
破り、ついに優勝の栄冠を勝ちとりました。

第5期生：20名第5期生：20名
青木　哲夫 神山　泰幸 佐藤　慶太 野口　克郎 牧口　裕二
石井　　亨 北川　　久 戸塚　秀一 馬場　　要 山口　　孝
上原　　勝 北澤　一紀 鳥羽　幹男 星川　邦昭 山崎　　敦
小野口　強 C 近藤　裕司 中島　　中 堀越　康司 吉田　益教
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昭和50年
（1975） 第6期生

4月～6月
第 6回　浦和・蕨・与野少年サッカー親善
リーグ大会　準優勝
埼玉県少年サッカー大会　準優勝

8月
第 12 回読売少年サッカー大会　優勝
第 10 回読売選抜少年サッカー大会優勝
4位
夏季合宿（今市青少年スポーツセンター
3泊 4日）

1月
第 2回与野市サッカー少年団大会　優勝

第 6回浦和・蕨・与野親善リーグ準優勝

第 12 回読売少年サッカー大会優勝

賞状を手にした喜びの顔（駒場サッカー場）第 12 回読売少年サッカー大会表彰式

第6期生：14名第6期生：14名
阿久津政則 宇野　文平 小林　一芳 千葉　一義 矢作　達夫
浅見　聡一 C 大久保武明 柴野　誠一 古瀬　　正 吉田　光好
新井　義孝 菊地　正男 武沢　芳浩 門間　康夫
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昭和51年
（1976） 第7期生

5月
県大会第 1 次、第 2 次予選（24 チーム、
4ブロックによりリーグ戦）
下落合、大戸が県大会出場

7月
埼玉県スポーツ少年サッカー大会
準優勝（16 チーム）

8月
第 11 回読売少年選抜大会
2回戦で敗退
今市青少年スポーツセンター合宿
（3泊 4 日）

9月
市民体育祭参加

1月

3月

4月

第 7回　浦和・蕨・与野少年サッカー親善
リーグ大会
4年振り 4度目優勝（24 チーム参加）

埼玉県生涯スポーツ中央大会参加
読売旗争奪少年サッカー大会　優勝（126
チーム参加）

畑埼玉県知事、少年団員（4 ～ 6 年）と
交歓（県民だより掲載）
本年度の対戦は全 53 試合

読売旗争奪少年サッカー大会優勝

畑知事と一緒に！

県スポーツ少年大会準優勝

第7期生：21名第7期生：21名
天野　勇治 古久根彰典 谷屋　利之 新田　雅之 渡辺　卓弥
岩本　良一 小林　英夫 辻村　邦雄 菱川　恵一
榎本　純一 下田　満則 土田　達彦 村本　泰雄
葛西　圭一 白塚　重典 鶴﨑　浩巳 八木原秀哲 C
嘉村幸一郎 竹田　浩之 仲田淳一郎 吉田　雅之
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昭和52年
（1977） 第8期生

5月
第 1回北足立大会　優勝（13 チーム）

6月
第 6回埼玉県スポーツ少年団サッカー大会　
優勝（16 チーム）

7月
52 年度読売旗争奪少年サッカー夏季大会　
優勝（110 チーム参加）

8月
第 1回全日本少年サッカー大会出場
清水ＦＣと引き分け優勝
今市青少年スポーツセンター合宿

11月～12月

1月

3月

第 1 回埼玉県南部地区サッカー少年大会　
優勝（55 チーム参加）
52 年度読売旗争奪少年サッカー冬季大会　
優勝（128 チーム参加）

清水より全国大会の優勝旗が届く

県体育協会より栄光賞、栄光旗授賞
53 年度読売旗争奪少年サッカー大会春季
大会　優勝（170 チーム参加）
読売サッカー・クラブより、夏・冬・春三期
連続優勝の実績に対し、特別賞を受賞
この年度の対戦成績
　96 試合 93 勝 0 敗 3 引き分け

全国大会、夏・秋・冬三期読売大会、県大会の賞状、
優勝旗とともに

優勝を大きく報じた新聞

第8期生：21名第8期生：21名
飯塚　　健 小林　裕和 辻村　和彦 三富　健太 横田　正道
伊沢　　徹 佐藤　　潤 寺田　　悟 村井　昭文
伊藤　　博 佐藤　雅和 戸塚　和毅 山口　雅幸
榎本　　満 C 嶋村　勇太 早崎　芳夫 山崎　　真
金子　智昭 諏訪　立哉 樋爪　克好 横田　貴雄
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昭和53年
（1978） 第9期生

5月
与野市少年サッカー春季大会ブロック
優勝　　ABCチーム
準優勝　DEチーム
第 2 回全日本少年サッカー大会県予選、
北足立大会準優勝（16 チーム）

6月
同埼玉県大会　2回戦敗退

7月
読売旗争奪少年サッカー夏季大会
4位入賞

8月
53 年度読売選抜少年サッカー大会
2回戦敗退
今市青少年スポーツセンター合宿
（3泊 4 日）

10月

1月～2月

11月

市民体育祭参加
文部大臣賞受賞

第 1回北足立北部地区サッカー大会　
優勝

第 2回県南部地区サッカー少年大会参加
与野市スポーツ少年団レクリエーション
大会参加

読売旗争奪少年サッカー大会 4位（全員）

ヘッディング・シュート決まる！

イレブン記念撮影

第9期生：23名第9期生：23名
石岡　正俊 川崎　昌洋 佐藤　健一 成田　　茂 山崎　信樹
伊藤　　弘 菊池　明広 佐藤　隆志 深井　英夫 吉田　知由
伊東　元通 木下　　勝 田口　史樹 古瀬　　真 吉野　元一
大森　　茂 小岩慎太郎 鉄　　広幸 堀米　　淳 C
大矢　晃久 佐藤　公彦 中村　和正 村田　八起
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昭和54年
（1979） 第10期生

4月
第 3回全日本少年サッカー大会北足立
予選決勝トーナメント　準優勝

6月
読売サッカー教室、ラモス、和後氏の指
導を受ける（浦和高校）

7月
読売旗争奪少年サッカー夏季大会
2回戦敗退

8月
ワールドユース・サッカーを大宮
サッカー場で観戦。マラドーナが活躍
今市青少年スポーツセンター合宿
（3泊 4 日）

9月

10月～11月

1月～2月

3月

市民体育祭
Aチーム 3 勝 1 敗 2 分　　準優勝
Bチーム 6 勝 1 分　　　　優　勝
Cチーム 4 勝 3 分　　　　準優勝
下落合グラウンドナイター設備点灯

読売旗争奪少年サッカー秋季大会
4位入賞
第 3回県南部地区サッカー少年団大会
4回戦敗退

第 2回北足立北部少年サッカー大会優勝

西北サッカースポーツ少年団
創立 7周年記念招待試合出場

第 2回北足立郡北部大会に優勝

北足立大会優勝を報じる地元新聞

試合後の記念写真（下小校庭にて）

第10期生：22名第10期生：22名
阿部　直人 岩瀬　直哉 栗田　　栄 樋沢　伸一 山崎　紀重
新井　信明 C 扇　　　禎 小村　裕典 細野　　茂 横田　礼二
池本　将英 神山　達哉 下田　　真 堀光　仁史
逸見　　仁 加茂　　肇 戸塚　和寿 丸山　康一
今仁　伸悟 栗岩　　靖 長澤　和哉 宮内　裕紀
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昭和55年
（1980） 第11期生

4月
本年より、全日本少年サッカー大会
に向け、市内少年団選抜「与野ＦＣ」
チーム結成。
当団より 8名参加。監督上野先生

5月
ボールなどサッカー備品格納庫完成
（市内村田氏寄贈）
読売旗争奪春季大会 4 位入賞（全国大会
北足立予選と日程重なり、準決勝戦出場
辞退・相手はこの年全国優勝した鹿西レ
グルス）
第 4 回全日本少年サッカー大会北足立予
選　準優勝（優勝・与野ＦＣ）

6月
同埼玉県予選大会 2回戦敗退
（与野ＦＣ 3位入賞）
8月
当少年団創立 10 周年記念招待試合開催
（招待チーム：大戸、上落合、神根東、北
浦和、鈴谷、西北、仲町、八幡、早起、
三室の 8チーム）

10月

1月

2月

読売旗争奪秋季大会出場

大阪遠征（高槻市招待サッカー大会参加、
予選リーグ敗退）
鈴谷サッカー少年団創立 8周年大会参加

第 3回北足立北部少年サッカー大会　優勝

6年生団員全員集合

創立 10 周年記念大会で（田中真二先輩を迎えて・
右から 2人目）

大阪遠征のメンバー

第11期生：27名第11期生：27名
秋山　　博 岡本　弘一 信田　徳昭 千葉　　勲 古瀬　　豊
天野　秀樹 加藤　一夫 菅原　孝文 富田　成哉 山崎　　亨
石岡　貴紀 菊池　弘剛 C 杉野　文明 長沢　宣彦 横田　　武
伊藤　広道 黒須　　貢 鈴木　克典 中島　千晴
井上　中也 小岩　　優 瀬社家　治 原田　隆一
井原　一弥 小林　成思 返町　康宏 古瀬　栄一

Cはキャプテン



2626

昭和56年
（1981） 第12期生

4月
第 5回全日本少年サッカー大会北足立
北部予選決勝トーナメント進出
（与野ＦＣ優勝、埼玉県大会 3位、
関東少年サッカー大会優勝）

9月
市民体育祭　Aブロック 6位

11月
岡野俊一郎サッカー講演会、下落合小
体育館で開催
第 5回埼玉県南部地区少年団大会
1回戦敗退

1月
第 1 回与野カップ（埼玉トヨペット杯）
争奪大会 1回戦敗退
武蔵野サッカーリーグ主催スポーツビリー
杯出場

2月
神根東招待サッカー大会出場
大戸少年団創立 10 周年記念大会出場
第 4回北足立北部少年サッカー大会
2回戦敗退

読売少年サッカー夏季大会（5年生当時）

練習の合間に一息いれる

ゴール前の混戦（読売サッカー場）

第12期生：19名第12期生：19名
麻生　幸男 大久保隆司 嶋村　　健 辻村　昌也 松山　真二
石井　角夫 大沢　　弘 白田　明世 中井　康介 三原　康司
石沢　正樹 C 大矢　哲久 武石　克仁 原田　　博 渡辺　佳樹
石田健太郎 河野祐一郎 塚原剛太郎 深美　　優

Cはキャプテン



2727

昭和57年
（1982） 第13期生

4月
第 6 回全日本少年サッカー大会埼玉県南部
地区予選 2次リーグ進出

6月
第 2回与野少年サッカーリーグ
Aチーム 2位、B・Cチーム優勝

8月
サロンフットボール大会　6年チーム第 3位
南八王子杯争奪大会第 5位

9月
市民体育祭出場

11月

1月

2月

読売杯争奪秋季大会 2次リーグ進出

第 2回与野カップ　1回戦敗退
第 2回スポーツビリー杯　第 3位

西北少年団創立 10 周年大会　優勝
第 5回北足立北部地区少年サッカー大会　
優勝

北足立北部少年サッカー大会優勝

北足立郡北部
大会を大きく
報じる新聞

コーチの注意は真剣に

第13期生：27名第13期生：27名
青木多津夫 大沼　淳一 斎藤　久也 長島　隆英 三浦　一樹
阿部　直樹 織茂　徹也 佐藤　文泰 浜中　康行 溝口　智崇
荒井　　透 岡本　　浩 篠原　達也 引田　寿清 渡辺　慎二
池口　　潤 川合　孝治 C 杉崎　　司 樋口　和義
伊藤　　功 小久保文雄 鈴木　崇貢 細野　博昭
伊藤　　真 小島　勢二 田中　茂男 松井　正章

Cはキャプテン



2828

昭和58年
（1983） 第14期生

3月
読売少年春季大会　2回戦進出
4月
神根東招待サッカー大会出場
5月
第 7回全日本少年サッカー大会埼玉県
南部地区予選 2次リーグ進出
第 3回与野市少年サッカーリーグ
Aチーム・Bチーム　優勝

6月
全日本少年サッカー県決勝大会
（与野ＦＣ 3位、関東大会出場）

8月

9月

10月

1月

2月

3月

読売旗争奪夏季大会 2次リーグ進出
今市合宿
埼玉・栃木親善少年サッカー大会 準優勝

市民体育祭　準優勝

第 7回埼玉県南部大会予選

第 3回与野カップ優勝
第 6 回北足立北部大会、例年にない大雪
のため延期の後中止

読売少年サッカー冬季大会　2 次リーグ
進出

第 11 回生涯スポーツ中央大会出場

読売旗争奪少年サッカー夏季大会

対本町戦

読売少年サッカー冬季大会

第14期生：27名第14期生：27名
阿部　公一 加藤　哲夫 塩入　大祐 富山　　卓 山崎　　充
新井　賢治 金子良太郎 C 柴田　幸雄 中沢　克美 横島　　進
石井　良博 加茂　　修 嶋森　　謙 野田　泰弘 綿貫　　進
石崎　昌史 草野　好正 関井　隆人 速水　力朗
大沢　進吾 栗田　貴博 高山　義之 三浦　哲也
甲斐田　浩 小谷野雅彦 塚原　直之 三島木　暁
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昭和59年
（1984） 第15期生

4月
第 4回与野市少年サッカーリーグ　第 3位
読売少年春季大会出場
芝南少年団招待サッカー大会出場

5月
第 8回全日本少年サッカー大会北足立地
区予選出場
第 4回与野市少年サッカーリーグ出場

6月
全日本少年サッカー県決勝大会
（与野ＦＣ優勝、全国大会出場　予選リーグ
4位）

8月
読売旗争奪夏季大会出場
鬼怒川合宿

9月

1月

2月

与野市民体育祭出場

第 4回与野カップ　優勝
第 7回北足立北部大会出場
準決勝進出

読売少年サッカー冬季大会
準々決勝進出

読売旗争奪少年サッカー夏季大会

八王子グラウンドにて（与野カップ）

第 4回与野カップ優勝

第15期生：24名第15期生：24名
荒井　　孝 亀山　秀樹 互　伸次郎 浜中　　徹 宮坂　靖彦
新井　隆行 楠　健太郎 高中　　満 堀米　　整 吉田　直史
池田　宏彦 小島　光宏 C 坪井　圭亮 増田　直弘 吉田　　弘
大塚　博栄 斎藤　　学 長井　知之 松本　義行 若林　幹雄
荻野　智正 柴田　学爾 中田　　猛 南田　昭男
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昭和60年
（1985） 第16期生

4月
第 5回与野市少年サッカーリーグ出場
読売少年春季大会出場

5月
第 9回全日本少年サッカー大会北足立地区
予選出場

8月
読売旗争奪夏季大会出場
夏季合宿　栃木県鬼怒川

9月
与野市民体育祭出場

1月
第 5回与野カップ出場
第 8回北足立北部大会出場

下小校庭にて

合宿の部屋で

卒団式の阿比留先生とコーチ

卒団式風景

第16期生：17名第16期生：17名
阿部　仁士 佐藤　耕一 鈴木　慶介 中山　　健 渡辺　雅俊
石塚　　健 静野　勝博 竹田　昭信 濱岡　康一 C
菅野　　康 清水　輝明 武田　俊市 原田　章雄
黒鳥　　仁 菅原　　剛 田中　隆輔 水野　知敏
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昭和61年
（1986） 第17期生

4月
第 6回与野市サッカーリーグ出場
吉見町遠征試合

7月
夏季合宿栃木県鬼怒川

9月
与野市民体育祭出場

12月
第 6回与野カップ大会出場

1月
第 9回北足立北部少年大会出場

試合終了後の記念写真

泥の中の試合風景

笠森神社の前で記念撮影

2月

3月

与野市新人戦出場
東松山遠征試合

第 4回蜂蹴会少年サッカー大会出場

第17期生：12名第17期生：12名
榎本　高広 鈴木　雅宏 松本　彰久 村石　康彦
神田　　工 C 高橋　　誠 三浦　隆史 山中　幸一
小林　　薫 松崎　裕一 三浦　孝仁 吉田　光孝
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昭和62年
（1987） 第18期生

4月
第 11 回全日本少年サッカー大会与野地区
予選出場

5月
第 7回与野市サッカーリーグ 3位

7月
夏季合宿福島県須賀川グランドホテル

9月
与野市民体育祭 3位

11月
上落合少年団創立 20 周年招待試合出場
西北少年団創立 15 周年招待試合出場

与野市民体育祭 3位入賞

与野市新人戦（下小校庭）

12月
第 7回与野カップ 1回戦敗退

1月

2月

3月

第 1回関東少年サッカー招待大会出場
第10北足立北部少年サッカー大会出場

北町サッカー 6年生招待試合出場

与野市新人戦　優勝

第18期生：14名第18期生：14名
安藤　善朗 朽木　　忍 桜井　昌彦 沼田　　修 山崎　光司
飯田　貴之 C 後藤　大輔 竹田　茂和 古畑　　清 吉田　武司
岡本　耕昌 後藤　昌照 名古屋　衛 守部　浩太
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昭和63年
（1988） 第19期生

4月
第 12 回全日本少年サッカー大会
与野地区予選優勝

5月
第 12 回全日本少年サッカー大会
北足立北部大会　優勝
第 7回与野市少年サッカーリーグ
（日刊杯）A・B・C各チーム　優勝
与野市市制 30 周年記念「釜本邦茂少年
サッカースクール」参加
第 12 回全日本少年サッカー大会
埼玉県南地区予選 2回戦敗退

8月
夏季合宿長野県菅平

9月
与野市民体育祭準優勝

11月

12月

1月

2月

県大会代表決定戦出場

第 8回与野カップ 2回戦敗退

第 11 回北足立北部少年サッカー大会
3回戦敗退

与野市新人戦出場

北足立北部大会優勝

第 7回与野市少年サッカーリーグ　A・B・C各チーム
優勝
3チーム全員での記念写真

与野市市制 30周年記念　釜本邦茂サッカースクール

第19期生：22名第19期生：22名
秋山　周平 香田　将司 鈴木　寿幸 中山　　衛 柳沼　範徳
池田　泰造 小林　徹士 瀬下　良博 速水　大介 吉田　大明
井澤　俊介 静野　公男 高田　勝利 福沢　直秀
大山　高広 清水　義浩 高中　　学 C 藤木　利通
栗城　善隆 杉崎　吉宏 寺島　祐理 松下　武明
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平成元年
（1989） 第20期生

4月
第 8回与野市少年サッカーリーグ
（日刊杯）2位
5月
第 13 回全日本少年サッカー大会　
与野地区大会 4位
7月
日刊スポーツ杯
西ドイツ　ゲルト・ミュラー、ディーター・
ミュラー　サッカー教室
大宮西、大宮三橋招待サマーカップ89出場

8月
夏季合宿長野県菅平
9月

12月

10月

11月

1月

3月

与野市民体育祭

第 9回与野カップ出場

第 18 回埼玉県サッカー少年団大会　
与野予選

スポーツ少年団レクリエーション大会参加
県代表決定戦（北足立北部大会）

第 9 回読売新聞社杯争奪県南少年サロン
フットボール大会決勝トーナメント
第 12 回北足立北部少年サッカー大会出場

第 3回三室招待少年サッカー大会優勝

北足立大会（荒川総合グラウンド）

菅平夏季合宿での記念写真

卒団をひかえての記念写真

第20期生：24名第20期生：24名
板橋　淳一 神田　直人 古家　　学 武田　信也 松崎　良紀
大石　裕二 桐谷　聡一 後藤　洋平 徳田　修平 武藤　和博
大高　文吾 朽木　　理 小林　哲也 長岡健太郎 森　剛一郎
岡本　暁則 C 黒鳥　　功 坂本　　陽 長島　卓哉 横関　亮介
金田宏太郎 郷戸　賢司 桜井　伸彦 藤木　利康

Cはキャプテン



3535

平成2年
（1990） 第21期生

4月
平成 2年度第 1回与野少年サッカーリーグ
（日刊杯）2位

5月
全日本少年サッカー大会県南大会

6月
全日本少年サッカー大会埼玉県大会

4月～6月
夏季合宿長野県菅平

8月
当少年団創立 20 周年記念大会開催

与野リーグのハーフタイム風景

菅平夏季合宿での記念写真（5年生当時、全員）

金子先輩（古河）を迎えての初げり（5年生当時）

第21期生：15名第21期生：15名
浅川　友和 菊地　和孝 高井　浩平 平井　　尚 三木　隆史
新井　祐樹 佐藤　充利 辻川　夏樹 松本　弘一 横川　武宏
石井　宏和 鈴木　穂高 奈良　友一 C 松本　博文 若狭　雅之
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平成3年
（1991） 第22期生

5月
第 15 回全日本少年サッカー与野地区予選
第 10 回与野少年サッカーリーグ（日刊杯）

8月
夏合宿長野県菅平

9月
与野市少年サッカーリーグ兼市民体育祭

10月
秋季県大会与野地区予選

11月

12月

1月

2月

与野市スポーツ少年団レクリエーション
大会（20 周年記念式典）参加
東京ガス主催サッカー大会（第 3位）
ＮＴＴ杯与野地区予選

少年団レクリエーション大会
第 12 回与野カップ争奪大会

第 14 回北足立北部少年サッカー大会

与野市少年サッカーリーグ

全員そろってにっこり

菅平夏合宿

東京ガス主催サッカー大会

第22期生：13名第22期生：13名
川島　慎也 佐々木貞幸 C 西尾　伸之 村越　健吾 米山　雄樹
黒崎　　厚 鈴木　一明 水野　慎也 山崎　達也
小山　貴裕 寺崎　俊光 宮木　　涼 吉原　拓也
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平成4年
（1992） 第23期生

4月
第 16 回全日本少年サッカー与野地区予選
第 11 回与野市少年サッカーリーグ
（日刊杯）

6月
与野市少年サッカーリーグ大会（優勝）

8月
第 4回ＮＴＴ少年サッカーフェスティバル
（河口湖）

9月
与野市少年サッカーリーグ 30 周年記念
大会兼市民大会

10月

11月

12月

1月

2月

秋季県大会与野地区予選第 2位

ＮＴＴ与野地区予選優勝
県大会北足立北部代表決定戦

第 13 回与野カップ争奪大会
第 3回大宮ＦＣ招待大会
スミセイカップ大会

北足立北部少年サッカー大会

与野市少年サッカーリーグ

与野市少年サッカーリーグ優勝

与野市少年サッカーリーグB優勝

スミセイカップ大会

第23期生：12名第23期生：12名
岩崎　裕一 斎藤　寛通 鈴木　智満 奈良　敏幸 C
大山　真司 坂本　盛勝 高橋　弘樹 前田　清光
喜多　高廣 佐々木　顕 辻村　優介 吉田　幸司
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平成5年
（1993） 第24期生

4月
第 17 回全日本少年サッカー与野地区予選
第 12 回与野市少年サッカーリーグ
（日刊杯）

8月
夏合宿（菅平）
鈴谷少年団創立 20 周年記念大会優勝

1月
第 14 回与野カップ優勝

2月
与野少年サッカーリーグ優勝

与野カップ優勝

菅平合宿

やった！やった！　　芝浦にて

第24期生：13名第24期生：13名
亀山　俊規 桐谷　哲人 玉木　秀和 藤田　裕之 吉岡　貴志
清野　　聡 鈴木　幸二 寺﨑　充紀 松本　槙平
清野　　卓 代田　正明 冨田　達也 C 横川　圭祐
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平成6年
（1994） 第25期生

4月
第18回全日本少年サッカー与野地区予選
第13回与野市少年サッカーリーグ（日刊杯）

6月
第 2回与野少年リーグ

8月
夏合宿武尊オリンピアスキー場

9月～10月
与野市民体育祭準優勝
県大会与野地区予選優勝
県大会

12月

1月

2月

3月

ＮＴＴ杯参加
第 15 回与野カップ予選
第 6回スミセイカップ

第 15 回与野カップ優勝
北足立北部大会ベスト 8

平成 6 年度第 4 回与野リーグ優勝

第 8回上小招待サッカーフェスティバル
2位

サッカーってこんなに楽しいんだ

夏合宿武尊オリンピアスキー場

与野リーグ優勝

第25期生：13名第25期生：13名
岡野　　学 鈴木　雄介 深澤　靖幸 山﨑　剛太 渡辺　正剛
木村　天彦 関根　浩希 前田　賢次 山崎　智広
島田　　将 常木　亮佑 C 山﨑　健太 山中　健太
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平成7年
（1995） 第26期生

4月
与野西北スプリング杯
第 19 回全日本少年サッカー与野地区予選
第 14 回与野市サッカーリーグ（日刊杯）
「彩の国　夢　フェスティバル」

5月
ナイター親子サッカー大会

6月
平成 7年度第 2回与野リーグ 4位

8月
夏合宿武尊オリンピアスキー場

9月

10月

11月

12月

1月～2月

3月

第 3回与野少年リーグ（市民体育祭）

県大会与野地区予選

親子サッカー大会

ＮＴＴ与野地区予選 2位
第 16 回与野カップ予選

ＮＴＴ杯北足立予選
北足立北部少年サッカー大会予選
与野市親善試合

上小サッカーフェスティバル 3位
親子サッカー大会

全員集合

第26期生：14名第26期生：14名
岩本　　健 川邊　健太 高橋　幸児 藤井　政光 吉田　直弘
大森　健司 木野　雅之 林　　宏樹 牧田　和樹 蘭幕　　剛
尾形　隆紀 C 斎藤　厚徳 原田　大輔 水谷　良太
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平成8年
（1996） 第27期生

4月
第 2回与野西北スプリング杯
第 20 回全日本少年サッカー与野地区予選
第15回与野市少年サッカーリーグ（日刊杯）

6月
与野少年リーグ

7月
大戸少年団 25 周年記念大会

8月
夏合宿（片品村）

9月

10月

11月

1月

2月

3月

与野市少年リーグ市民体育祭

県大会与野地区予選
大戸少年団 25 周年記念大会

第 17 回与野カップ予選

北足立北部少年サッカー大会

与野市少年リーグ
上落合少年団 30 周年記念大会

第 10 回大宮市上小招待サッカーフェス
ティバル

熱く燃えた八王子グラウンド。暑くて暑くて…。

ずっと一緒に戦った 13 人の仲間デス

第27期生：13名第27期生：13名
安達　　圭 大蔵　孟徳 鈴木　康平 前田　武志 横川　大悟
五十嵐公一 C 鎌倉　孝弘 辻村　賢司 松尾　浩靖
井田　靖彦 熊谷　健太 野村　一平 山田　篤司

Cはキャプテン
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平成9年
（1997） 第28期生

4月
第 21回全日本少年サッカー与野地区予選
第16回与野市少年サッカーリーグ（日刊杯）

6月
与野市少年サッカーリーグ 2位

8月
プロサッカー選手を迎えての少年サッカー
教室
夏合宿

9月
与野市少年サッカーリーグ 2位

10月

12月

1月

2月

県大会与野地区予選 2位
県大会北足立北部大会

与野カップ予選
基本技術記録会

与野カップ 2位

与野市少年サッカーリーグ 2位

全国大会与野地区予選

シジマールを囲んで

夏合宿

第28期生：18名第28期生：18名
稲見　隼人 C 大森　拓朗 栗原　隆文 田村　隆明 山崎　恭兵
大久保俊孝 奥墨　真一 柴崎　篤史 林　　遼太 横田　裕士
大嶋　　誠 折谷　祐貴 鈴木　　彰 宮本　　憲
大野　淳喜 鐘ヶ江順平 田中　　徹 矢島　隆英

Cはキャプテン
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平成10年
（1998） 第29期生

4月
与野西北スプリング杯
第22回全日本少年サッカー与野地区予選
優勝
第 17 回与野市少年サッカーリーグ（日刊杯）
5月
朝日少年少女サッカー教室
全国大会南部地区予選
6月
第 2回与野市少年リーグ優勝
埼玉中央ＪＣ少年サッカー大会
親子サッカー大会

8月
夏合宿群馬県利根郡片品村
大宮 21 カップサッカー大会

9月

10月

11月

12月

1月

2月

第 3回与野市少年リーグ（市民体育祭）優勝

県大会与野地区予選優勝

県大会北足立北部代表決定戦
ＮＴＴ杯与野地区予選

与野カップ予選

北足立北部少年サッカー大会

第 4回与野市少年リーグ
浦和市三室杯サッカー大会

全国大会与野地区予選で優勝

夏合宿で川遊び

卒団式前の記念撮影

第29期生：14名第29期生：14名
浅見　知仁 岩井　陽太 榎田　久輝 C 長岡　　仁 吉原　将人
浅見　直仁 岩本　　望 金村聡一郎 林　　祐樹 渡辺　恭平
五十嵐　純 宇田川久史 出井　隼人 山本　浩之

Cはキャプテン
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平成11年
（1999） 第30期生

4月
第 5回与野西北スプリング杯
第 23 回全日本少年サッカー大会与野地区
予選
第 18 回与野市少年サッカーリーグ（日刊杯）

7月
親子サッカー

8月
夏季合宿
第 2回大宮 21 カップサッカー大会

9月
与野市少年リーグ（市民体育祭）
親子サッカー

10月

11月

2月

1月

12月

県大会与野地区予選

ＮＴＴ杯与野地区予選（優勝）

与野市少年リーグ 3位

北足立北部大会

与野カップ予選
ＮＴＴ杯北足立北部地区代表戦

卒団式の朝、監督コーチありがとう

6年間みんなよくやったよな！

卒団式の朝　オレたちの分まで頑張ってな！

第30期生：11名第30期生：11名
岡野　　巧 辻村　朋太 塙　　侑真 C 山中　平祐
小川　嘉久 遠山　佳佑 福田　将也 渡辺　弘剛
島田　寛志 中太　悠貴 宮本　　輝

Cはキャプテン
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平成12年
（2000） 第31期生

4月
第 16 回与野西北スプリング杯
朝日新聞サッカースクール
第 24回全日本少年サッカー与野地区予選
優勝
第 18 回与野市少年サッカーリーグ（日刊杯）

5月
第 24 回全日本少年サッカー北足立北部
地区代表交流戦
第 24 回全日本少年サッカー埼玉県南部
地区予選

6月
平成 12 年度第 2 回与野市少年サッカー
リーグ（第 1回与野新都心ライオンズ杯）

7月
親子サッカー
夏合宿　群馬県利根郡片品村

8月

10月

12月

1月

当少年団創立 30 周年記念大会開催

県大会与野予選

与野カップ

北足立北部大会

6年生

全国大会与野地区代表に（メダルを付けて）

与野リーグ
4 月 優 勝
6月 第 3 位
9月 優 勝
2月 第 3 位

第31期生：12名第31期生：12名
工藤　大輔 中山　雄太 平　　夏樹 山口　拓郎
田中健太郎 C 原田　玄也 広林　直哉 山田　憲司
辻村　秀蔵 播元　和貴 森井　和宏 吉田　美幸

Cはキャプテン
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平成13年
（2001） 第32期生

4月
与野西北スプリング杯　優勝

5月
大戸 30 周年記念試合　第 2位
全日本少年サッカー大会県南予選　1回戦

7月
大久保少年団 30 周年記念試合
〔モリカップ〕　優勝

10月
県大会与野予選　優勝
県大会北足立北部予選　2回戦

11月

12月

1月

2月

3月

バーモンド杯フットサル大会　ベスト 8

与野カップ〔トヨタカップ〕　優勝

北足立北部大会　ベスト 8

三室杯　第 3位

上尾富士見招待試合　第 3位

「埼玉スタジアム２〇〇２」こけらおとし

モリカップ　優勝

ワールドカップカウントダウン点灯式

与野リーグ
4 月 優 勝
6月 第 2 位
9月 優 勝
ライオンズ杯　優　勝

第32期生：15名第32期生：15名
宇野　弘記 佐々　一隆 田中　貴大 徳野　良輔 山崎　啓太
折谷　翔太 島田　敏志 C 角田　智之 中尾　洋史 山崎裕太朗
小林　謙介 白坂　　健 出井　隆太 山縣　雄太 吉田　　祐

Cはキャプテン
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平成14年
（2002） 第33期生

7月
モリカップ　第 3位

10月
県大会与野予選　第 3位

11月
バーモンド杯フットサル大会予選　第 2位

12月
与野カップ　優勝

1月
北足立北部大会　ベスト 8

ナイキカップ

与野地区予選大会

卒団式

与野リーグ
4 月 第 2 位
7月 優 勝
9月 第 4 位
2月 第 3 位

第33期生：17名第33期生：17名
赤津　良平 鈴木　龍也 辻村　元洋 前田　拓也 渡辺　史剛 C
飯島　　郁 滝田　涼介 土屋　滉一 前田　真輝
大久保文喬 武田　伊織 長渡　航大 山本　裕輝
川岸　春大 田中壮一郎 仲野　　悠 吉田　征司

Cはキャプテン
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平成15年
（2003） 第34期生

4月
全日本少年サッカー大会与野予選

7月
浦和ジュニアサッカー招待試合
〔モリカップ〕

8月
大宮 21 みらいカップサッカー大会
国際交流試合

9月
県大会与野予選

11月

12月

2月

全日本少年フットサル大会
（バーモンドカップ）　県大出場

与野カップ
埼玉スタジアム２〇〇２カップ
FUTSAL FESTA　1 次予選通過

上尾富士見招待試合

ナイキカップ

与野地区予選大会

与野リーグ
6 月 日刊スポーツ新聞社杯　第 2位
9月 さいたま市市民体育祭　第 2位
2月 ライオンズ杯　第 4位

第34期生：12名第34期生：12名
北川　主税 C 田中　佑樹 成田　健人 茂呂　雄希
小峰　慎裕 種子島　健　 藤光　　樹 山口　京佑
榊原　　佳 徳野　健太 松永　麻人 山崎　智裕

Cはキャプテン
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平成16年
（2004） 第35期生

4月
全日本少年サッカー大会さいたま市予選

7月
浦和ジュニアサッカー招待大会

8月
長澤杯
さいたま見沼カップサッカー大会

10月
埼玉県少年サッカー大会予選

11月

12月

2月

3月

バーモンドカップ全日本フットサル大会

与野カップサッカー大会　優勝

上尾与野スーパーカップサッカー大会　
優勝
芝原招待試合　第 4位

上尾富士見招待試合　優勝

夏合宿　皆で頑張りました

初蹴り　川島永嗣選手と一緒に

卒団式

与野リーグ
4 月 さいたま市与野少年リーグ　第 3位
6月 日刊スポーツ新聞社杯　第 2位
9月 さいたま市市民体育祭　第 2位
1月 与野新都心ライオンズクラブ杯

第 3位

第35期生：19名第35期生：19名
安藤　朝陽 C 兼山　　良 滋田健太郎 林　　拓朗 武藤　健一
井田　嵩之 桐野　喬史 鈴木　勇也 星野新ノ介 吉田　将大
小川　堅斗 黒林　弘輔 高橋　和希 前田　紘希 吉弘　峻昭
加賀谷　健 小林　　渉 西原遼太郎 宮林勇太朗

Cはキャプテン
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平成17年
（2005） 第36期生

4月
与野西北スプリング杯予選　第 7位
全日本少年サッカー大会さいたま市予選　
第 2位

5月
さいたまスーパーアリーナカップ
フットサルフェスタ　第 2位

6月
さいたま市北部春季大会予選　第 2位

8月
さいたま見沼カップサッカー大会　第 5位

10月

12月

2月

3月

埼玉県少年団大会さいたま市予選　第 3位

与野カップサッカー大会

与野新都心ライオンズクラブ杯　第 5位

宮原杯　優勝

夏合宿

宮原杯　初優勝

第36期生：14名第36期生：14名
青木　　椋 河辺　雄太 滝田　知磨 根岸　　良 本島　　周
内田　篤志 木村健太郎 辻村　将利 平　　凌樹 吉田　朋代
大山　冬悟 近藤　　優 成田　　凌 C 三次　峻平

Cはキャプテン
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平成18年
（2006） 第37期生

5月
全日本少年サッカー大会県南大会　決勝敗退

6月
さいたま市北部リーグ春季大会　優勝

8月
さいたま見沼カップサッカー大会
決勝トーナメント 1回戦敗退

9月
長澤杯　1・2 位リーグ敗退

10月

12月

2月

1月

埼玉県少年団大会さいたま市予選
決勝トーナメント敗退

与野カップサッカー大会　2回戦敗退

与野新都心ライオンズクラブ杯
決勝リーグ敗退

さいたま市北部少年サッカー卒団大会
決勝リーグ準々決勝敗退

夏合宿

さいたま市北部新人戦リーグ　優勝

さいたま市北部卒団大会　ベスト 8

第37期生：14名第37期生：14名
糸田　泰知 小峰　由裕 住田　一真 長沼　伸明 細谷　海斗
梅村　俊仁 榊原健太郎 土屋　宗大 野口　誠矢 本島　　廉
大久保帆駿 佐竹　紫苑 土橋　祐哉 C 塙　　脩斗

Cはキャプテン
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平成19年
（2007） 第38期生

4月
さいたま市北部リーグ春季大会　第 2位

5月
全日本少年サッカー大会さいたま市予選　
3回戦敗退

8月
見沼杯　予選リーググループ第 3位

9月
長澤杯　第 5位

10月

1月

2月

3月

埼玉県少年団大会さいたま市予選
1回戦敗退

さいたま市北部少年サッカー卒団大会
第 11 位

与野新都心ライオンズクラブ杯　第 2位

上尾富士見招待少年サッカー大会　
第 10 位

ライオンズクラブ杯　第 2位

初代「あいさつ日本一」

卒団式

第38期生：16名第38期生：16名
飯田　　匠 古我　洋佑 長谷川鴻介 村松　　徹
上田　達丸 近藤　　恵 花川　稔生 山本　　智
小原　　秀 篠原　一平 細野　拓也 吉田　恵理
工藤　有是 C 中山　幹太 三次　珠来 吉田　浩輝

Cはキャプテン
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平成20年
（2008） 第39期生

5月
全日本少年サッカー大会さいたま市予選
ブロック第 2位

6月
さいたま市北部少年サッカー春季大会
プラチナステージ第 3位

8月
見沼杯　第 3位

9月
長澤杯　決勝トーナメント進出

10月

11月

12月

1月

3月

2月

埼玉県サッカー少年団大会さいたま市予選　
1回戦敗退

ＦＣリアン 5人制大会　準優勝

さくら草杯　第 4位

さいたま市北部少年サッカー卒団大会　
第9位（敢闘賞）

上尾富士見招待少年サッカー大会
決勝リーグ進出
大宮三橋フットボールクラブ Jr. 卒団大会　
第 3位
宮原卒団杯　準優勝

J:COM CUP フットサル大会　準優勝

さいたま市北部春季大会　プラチナステージ
第 3位祝勝会

夏合宿　旅館ロビーにて

卒団式

第39期生：9名第39期生：9名
新井　雄大 飯島　　洵 堀光　祐貴 森島　銀河 C 山野井悠希
荒井　　涼 岡　龍一郎 松下　　涼 山形　竜也

Cはキャプテン
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平成21年
（2009） 第40期生

4月
与野西北スプリング杯　決勝トーナメント
進出

5月
全日本少年サッカー大会さいたま市予選
代表決定戦敗退
さいたま市北部少年サッカー春季大会
決勝トーナメント進出

8月
見沼杯　決勝トーナメント進出

9月
長澤杯　決勝トーナメント進出

10月

1月

2月

3月

埼玉県サッカー少年団大会さいたま市
予選　ベスト 16
武南カップ　第 6位

さいたま市北部少年サッカー卒団大会　
第 3位

田島カップ　準優勝

宮原卒団杯　優勝

見沼カップ

夏合宿

さいたま市北部卒団杯　第 3位

第40期生：17名第40期生：17名
安達　友哉 宇田川晃太郎 込山　未恭 松村　蒼馬 綿谷　洸志
安達　仁哉 加藤　　秀 嶋村　寧人 武藤　隆成
石塚　大亮 河原　祥裕 住田　裕二 村上　友基
岩本　　拓 古我　修佑 鶴田　大羽 C 矢島　彰悟

Cはキャプテン
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平成22年
（2010） 第41期生

4月
与野西北スプリング杯　第 10 位
全日本少年サッカー大会さいたま市予選
1回戦敗退

5月
さいたま市北部少年サッカー春季大会
ベスト 16

8月
見沼杯　下位トーナメント

9月
長澤杯　1・2 位トーナメント進出

10月

1月

3月

埼玉県サッカー少年団大会さいたま市
予選　1回戦敗退

さいたま市北部少年サッカー卒団大会
決勝トーナメント進出
当少年団創立 40 周年記念試合開催

3.11 東日本大震災発生
卒団式中止
さいたまスーパーアリーナに集団で避難
していた福島県双葉町の子どもたちとの
交流会を開催し激励

Jリーグ前座試合　フレンドリーマッチ
（2010.4.10 NACK5 スタジアム大宮／ vs 八幡）

2010.08.22 合宿にて

2011.01.10 創立 40 周年記念試合開会式

第41期生：17名第41期生：17名
新井　智己 權頭　　凜 南雲　崇弘 真下　　馨 渡部　亮也
伊東　祐輝 鈴木　季春 橋詰あおい 村上　主樹
小川　皓平 武内　　晴 原　　周史 吉田　弘樹
近藤　俊輔 仲田翔太郎 本田　翔大 C 吉田　優斗

Cはキャプテン
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平成23年
（2011） 第42期生

4月
与野西北スプリング杯　第１０位
さいたま市北部少年サッカー春季大会
決勝トーナメント進出
全日本少年サッカー大会　１回戦敗退

8月
見沼杯　下位トーナメント

9月
長澤杯　決勝トーナメント進出

10月
埼玉県サッカー少年団大会　１回戦敗退
武南カップ　第９位

1月
さいたま市北部少年サッカー卒団大会
決勝トーナメント進出

第42期生：16名第42期生：16名
朝日藤貴大 塚原　大希 峠　　大輝 山野井歩夢 C
飯田　凌平 土屋　航大 中野　幹夫 横田　凜久
佐々木朝陽 土屋　友樹 花折　祐弥 吉野　魁斗
鈴木　剣也 鶴田　碧羽 水川　拓海 吉原　朋紀

Cはキャプテン
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平成24年
（2012） 第43期生

4月
与野西北スプリング杯　3位トーナメント
進出
さいたま市北部少年サッカー春季大会
決勝トーナメント進出
全日本少年サッカー大会さいたま市予選
1回戦敗退

8月
見沼杯　2位トーナメント進出

9月
埼玉県サッカー少年団大会さいたま市
予選　決勝トーナメント進出

2月
さいたま市北部少年サッカー卒団大会
敢闘賞トーナメント 3位
2012 ローズ卒団記念大会　第４位

3月
宮原卒団記念大会　第 3位

第43期生：21名第43期生：21名
相澤　祐介 加藤　滉大 佐藤　尚博 中島　航平 渡部　秀斗
青山　真也 金子　大悟 澤村　奏人 C 野口　聖翔
入江　晃介 川邊　瑠正 重田　龍哉 野口　丈翔
岩本　　崚 小林　　亘 杉山　祐紀 細田　遼佑
上野　優人 斉藤　秦平 徳野　拓也 吉田　祐人

Cはキャプテン
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4月
与野西北スプリング杯　第１０位
さいたま市北部少年サッカー春季大会
決勝トーナメント進出
全日本少年サッカー大会　１回戦敗退

8月
見沼杯　下位トーナメント

9月
長澤杯　決勝トーナメント進出

10月
埼玉県サッカー少年団大会　１回戦敗退
武南カップ　第９位

1月
さいたま市北部少年サッカー卒団大会
決勝トーナメント進出

平成25年
（2013） 第44期生

第44期生：13名第44期生：13名
安藤　聡真 杉野　玖磨 C 福原　慶人 水本　圭亮 和田弘太郎
石田　裕大 峠　　春輝 藤田　夏帆 矢島　悠太
伊藤　　航 平川　倖大 松原　直道 八代　龍一

Cはキャプテン
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平成26年
（2014） 第45期生

4月
与野西北スプリング杯　１回戦敗退

5月
さいたま市北部少年サッカー春季大会　
１回戦敗退
西浦和チェレンジフェスタ　参加

8月
サマーフェスティバル 2013　参加
見沼杯　第３位
J リーグ前座試合　出場

12月

9月

木崎サッカーフェスティバル　
チャレンジ賞　受賞

埼玉県サッカー少年団大会さいたま市
北部予選　フェアプレー賞　受賞

1月
さいたま市北部少年サッカー卒団大会　
ブロック第３位
読売新聞社杯 県南フットサル大会 参加

第45期生：24名第45期生：24名
青木優太朗 遠藤慎之介 佐々木琢真 中野　友貴 村岡　龍弥
青山　晃大 黒澤　駿斗 鈴木　悠斗 西村　　悠 村上　悠樹
赤松　星良 河野　奏太 玉置　智也 C 野口　悠吾 寄木　寿人
石川　海璃 小林　大華 中嶋　泰誠 真下　友寿 渡部　叶介
稲葉　　瞭 斎藤　眞斗 中島　祥貴 松原　大凱

Cはキャプテン
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平成27年
（2015） 第46期生

4月
与野西北スプリング杯　
予選T：1 勝 1 分（PK勝ち）
決勝T：1 回戦引き分け PK敗退
さいたま市北部少年サッカー春季大会　
予選リーグ：1位通過
決勝トーナメント：ベスト８

8月
見沼杯　2勝 1 敗（天候不良のため 2日目
各予選リーグのみ。順位決定無）

9月
埼玉県サッカー少年団大会さいたま市予選　
下落合A ：決勝トーナメント　1回戦敗退
下落合 B ：予選リーグ敗退

1月
さいたま市北部少年サッカー卒団大会
下落合A ：決勝トーナメント　1回戦 PK
  敗退
下落合 B ：敢闘賞トーナメント　1 回戦
  敗退

3月
宮原卒団大会　参加

第46期生：22名第46期生：22名
相澤　亮太 哘　　光咲 塚本　和希 村上　陽菜 吉盛　希一
阿部　大輝 菅原　優太 寺山　諒祐 森川　竜兵 渡辺　郁介 C
金井　雄大 田口　聡汰 永山　一輝 山下　萌鈴
黒﨑　航平 武内　　結 野原　康助 横田　大空
近藤　七海 田坂　圭都 前迫　大斗 吉武　　剛

Cはキャプテン
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平成28年
（2016） 第47期生

4月
与野西北スプリング杯 敢闘賞トーナメント
進出
4種リーグ（前期）　ブロック４位
さいたま市北部少年サッカー春季大会
決勝トーナメント 2回戦敗退　
ベスト８
さいたま市北部少年サッカーBリーグ大会　
予選ブロック敗退

8月
見沼杯　参加

10月
埼玉県サッカー少年団中央大会
下落合A ：予選ブロック敗退
下落合 B ：予選ブロック敗退

11月
M6　ブロック４位

12月

1月

芝南フットサル
下落合A ：予選リーグ 4位
下落合 B ：予選リーグ 5位

卒団杯
下落合A ：敢闘賞トーナメント 1回戦敗退
下落合B ：敢闘賞トーナメント 1回戦敗退

第47期生：22名第47期生：22名
葦川　泰輝 大塚　宏幸 下田　賢信 鶴間　陽生 村松蒼士朗
荒木　創至 小川　海渡 新保　優斗 福尾　敦己 渡邉　健心
石塚　蒼生 小林　優大 須田　息吹 堀内　遼大
伊藤　辰志 五味　優希 C 曽我　武弘 丸山　寛太
大垣淳之亮 澤田　祐作 津田　柊弥 水野　大地

Cはキャプテン
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平成29年
（2017） 第48期生

4月
与野西北スプリング杯 敢闘賞トーナメント
進出　2回戦敗退
4種リーグ（前期）　ブロック７位
さいたま市北部少年サッカー春季大会
下落合A ：敢闘賞トーナメント進出
 　1 回戦敗退
下落合 B ：予選リーグ敗退

9月
4 種リーグ（後期）　ブロック 7 位（総合
7位）

10月
埼玉県サッカー少年団大会さいたま市
北部予選　
代表決定トーナメント進出　1回戦敗退

1月
さいたま市北部少年サッカー卒団大会
敢闘賞トーナメント進出　2回戦敗退

2月
サントスカップ 2017　U-12 大会　
総合５位

第48期生：20名第48期生：20名
阿部　辰尚 内田　翔大 小山　蒼太 原　　　幹 山口　大河
伊東　龍生 嘉藤　柾圭 杉山琥多朗 堀　　将大 山田　　陸 C
井上　　仁 小畦　銀河 須田　夏輝 松原　大心 横山　櫂莉
内田　明良 込山　楓薫 田中奏太朗 山岸　彪真 和田　　翔

Cはキャプテン
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平成30年
（2018） 第49期生

4月
与野西北スプリング杯　
敢闘賞トーナメント進出　１回戦敗退
4種リーグ　ブロック総合 8位

5月
さいたま市北部少年サッカー春季大会
下落合A ：敢闘賞トーナメント準優勝
下落合 B ：予選リーグ敗退

8月
見沼杯　敢闘賞トーナメント初戦敗退

11月
埼玉県サッカー少年団大会さいたま市
北部予選　
決勝トーナメント進出　初戦敗退

12月
さいたま市北部少年サッカー卒団大会
決勝トーナメント進出　1回戦敗退

アルディージャ前座試合 2018.7

新都心にて

卒団式 2019.3

宮原卒団杯準優勝 2019.3

第49期生：21名第49期生：21名
阿久津爽太 C 木野　瑛斗 濱本　　仁 横山　倖有 渡邉　　煌
池田　修翔 志賀　拓海 松浦　秀真 吉武　　魁
石川　愛琉 塚本　快星 森　　貫道 吉原　慶人
石田　悠太 野口　大輝 山岸　琢真 和久井翔太
川浦　輝士 芳賀　　龍 山田　　諒 渡辺　寛人

Cはキャプテン
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令和元年
（2019） 第50期生

4月～9月
４種リーグ
下落合A ：7 位
下落合 B ：9 位

5月
埼玉県サッカー少年団大会さいたま市
北部予選
下落合A ：決勝トーナメント初戦敗退
下落合 B ：決勝トーナメント初戦敗退

8月
見沼杯　下落合A：ブロック 1位　
決勝トーナメント 3位入賞

11月
埼玉県サッカー少年団大会さいたま市
北部予選　
決勝トーナメント進出　8位入賞

12月

2月

1月～2月

木崎サッカーフェスティバル　
決勝リーグ進出　3位入賞

芝原杯　３位入賞

さいたま市北部少年サッカー卒団大会
決勝トーナメント初戦敗退

第50期生：15名第50期生：15名
相澤　悠翔 大垣昊士郎 五味　柊太 髙澤　　諒 C 平田　晃大
新井　爽花 上久木田渚 酒本　凛人 仲矢　朱里 馬淵　一颯
伊藤　聖仁 久米　　尊 佐藤　知陽 林　　真輝 横峯　慶喜

Cはキャプテン
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令和2年
（2020） 第51期生

2020.2　大南杯　準優勝

2019.8　夏合宿

2020.11　下落合小学校グラウンドにて 2020.2　大南杯

第51期生：12名第51期生：12名
石川　心琉 栗原　由翔 小林　拓睦 福永　侑生
伊藤　　響 黒川　舜人 鈴木那由多 村上　絢菜
片澤　　脩 小池　葉也 C 永田　知嗣 山口　幸志

Cはキャプテン

2018.6　北部大会

8月～9月
4 種リーグ出場

10月～11月
北部リーグ出場

12月
御殿場クリスマスカップ出場
芝南カップ出場

新型コロナウイルスの世界的流行により
当少年団創立 50 周年記念祝賀会や、夏季
の合宿などが中止となる

当少年団創立 50 周年を記念して、団発足
当時のユニフォーム（アーセナルモデル）
復刻版をクラウドファンディングの活用
により作成。
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5年生（第52期生）

2019.2　フタバカップサッカー大会

2021.1　下落合小学校グラウンドにて 2019.8　夏合宿

2018.12　さいたま市北部サッカー大会 準優勝 2017.3　さいたま市北部サッカー大会 ブロック優勝

2019.6　さいたま市北部サッカー大会

第52期生：9名第52期生：9名
菊池　優希 斉藤　正宗 濱本　　陽 廣瀬　遥真 森　　奎道
小林　万紘 橋本　　惺 原　　大雅 藤倉　昂大
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4年生（第53期生）

フタバカップ表彰式

北部リーグ

下落合小学校グラウンドにて

フタバカップ決勝戦

みかんカップ

第53期生：14名第53期生：14名
葦川　泰世 北原　陸斗 仲矢　有澄 芳賀茉莉花 松本　陽斗
阿部正太郎 須田　秀希 長澤　奏輝 萩谷　勇悟 和久井陽太
伊藤　拓海 谷川　友祐 野口　栞護 藤島健太朗
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3年生（第54期生）

2020.12　下落合小学校グラウンドにて

2020.7　下落合小学校グラウンドにて 2019.12　クリスマスカップ

2019　大会役員にご挨拶

2020.2　北部リーグ

第54期生：19名第54期生：19名
青木　一真 風間　　蓮 小西　結平 中島　亮介 松岡　海里
安藤　陽大 川井　大和 里見　奏向 長沼　梁平 吉岡　剣志
宇佐見龍生 久保　聖直 鈴木　友絆 沼倉　克貴 和田　陸登
岡　　遼太 小菅　蒼太 中　　遥真 堀　颯一郎
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2020.12　クリスマスカップ

下落合小学校グラウンドにて

2年生（第55期生）

第55期生：17名第55期生：17名
小澤　　丞 齋藤　蒼志 髙橋　識行 藤倉　侑大 ベイヤル　ユセフ
川浦　大希 櫻井　玲緒 田中　栄冴 細谷　篤史
久保田晃平 柴田　篤伸 谷川　大樹 山内　煌大
黒川　昂生 須田　律輝 平岡　桜之 山川　浩輝
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1年生（第56期生）

第56期生：6名第56期生：6名
阿部直太郎 杉田　悠人 中山　琴亜
海島　泰平 手島　　椿 米田　明生

下落合小学校グラウンドにて
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キッズ
（第57～59期生）

第57～59期生：13名第57～59期生：13名
安藤　奨真 柏　　大翔 佐藤　友哉 平岡　　朔 宮内　晴久
上田　　青 川浦　恒太 仲矢　理人 藤原　大稀
郭　　希光 川口　大樹 長澤　昊季 堀　晃士郎

下落合小学校グラウンドにて

サッカーに出会い、技術を一つ一つ習得しながら、仲間
とともに健やかに成長していく子どもたちの姿は、無限
の可能性に満ち溢れています。

次はどんな仲間たちが新しいページを築くのでしょうか。
to be continued...
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YSC（与野下落合クラブ）

昭和 53 年 与野下落合サッカースポーツ少年団員及びＯＢの保護者とその協力者
により、少年団活動の助成と会員相互の体力づくりと親睦を目的に「下
落合フットボールクラブ（通称ＦＣ）」を設立。

昭和 54 年 男子チームはシニアチームとジュニアチームに分かれ、与野リーグ、
市民体育祭に参加。

埼玉県女子サッカー連盟設立。同年 12 月に開催された第 1回埼玉県女
子サッカー大会に出場。下落合、上落合、早起き（大宮）、松山女子サッカー
の 4チームが参加。

与野市に対し、下落合小学校グラウンドへの夜間照明設備を申請し設
置される。

昭和 55 年 少年団創立 10 周年　記念行事を開催、記念誌を発行。下落合小学校に
シュート板寄贈。

平成 2 年 少年団創立 20 周年　記念行事を開催、記念誌を発行。創立 30 周年に
備え、保護者による 30 周年委員会を結成し、与野祭り、バラ祭り、大正
時代まつりに出店し、資金を備える。
会名を「ＹＳＣ（与野下落合クラブ）」に改称。

平成 12 年 少年団創立 30 周年　記念行事を開催、記念誌を発行。少年団に活動費
を寄贈。

平成 23 年 少年団創立 40 周年　記念行事に参加。横断幕を寄贈。

平成 25 年 少年団のサッカーゴール購入に助成。

平成 28 年 ＹＳＣ（与野下落合クラブ）解散。
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下落合FC

下落合 FCパパス（PAPAS）

与野下落合サッカースポーツ少年団のOBを中心に、現在（2020 年度）埼玉県社
会人サッカーリーグ 3部に所属し活動をおこなっています。（2015 年　さいたま市
北部 1部リーグに優勝し昇格）
毎週土曜日に下落合小学校の校庭にて、パパス、ローザと共にナイターサッカー
をおこなっており、サッカー大好き仲間達と交流を図っています。
これからも、与野下落合サッカースポーツ少年団に根付くサッカーの伝統を継承
し続けていきます。
少年団を卒業したら、下落合 FCで共に汗をかき、素晴らしい仲間達と新たな伝
統を築いていきましょう！
現在（2020 年度）メンバー 30 名
埼玉県社会人サッカーリーグ 3部所属

与野下落合サッカースポーツ少年団のOB、少年団の父兄、少年団指導者が主な
メンバーとして活動しています。下落合 FC、ローザと共に毎週土曜日にナイター
サッカーをおこなっています。
現在、さいたま市北部グランドシニアに所属しており、45 歳以上であれば登録可
能なので経験、未経験問わずウエルカムなのでお声かけください。
現在（2020 年度）メンバー 28 名
与野シニアリーグ　優勝 4回
さいたま市北部グランドシニア　優勝２回
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下落合FCローザ（ROSA）

ナイターサッカー（毎週土曜日　19時より）

与野下落合サッカースポーツ少年団OB会
OB間の親睦や、当少年団、地域コミュニ
ティに対して貢献できることを模索している
中で、平成 13 年（2001 年）9 月に設立され
ました。
OB会は、会員相互の親睦を図るとともに、
地域スポーツの振興及び地域社会へ貢献する
ことを目的としています。
お正月には少年団の初蹴りへ参加させてい
ただき、春と夏にはゲームを行いサッカーを
通じて親睦を深めています。過去には大戸少

年団や浦和キッカーズOBの皆さんとの親善試合も開催しました。
会員は、原則として与野下落合サッカースポーツ少年団に所属していたOB、OGと
しています。少年団を卒団後にはOB会にて親睦を深め楽しくボールを蹴りましょう。

与野下落合サッカースポーツ少年団の
OG、少年団の母、有志を主なメンバー
として活動しています。パパス、下落
合FCと共に毎週土曜日にナイターサッ
カーで汗を流しており、サッカー経験者
以外の未経験者も多数在籍しています。
日頃、運動不足であったり身体を動か
したい方、気軽に遊びに来てください！
現在（2020 年度）メンバー20 名
さいたま市北部女子リーグ所属

ナイターサッカーは、与野下落合サッカースポーツ少年団元監督、コーチを中心に
父兄が子供達と共通の楽しみを作るため、そして当少年団のバックアップを目的とし、
多くの父兄が参加できるように毎週土曜日（19:00 ～ 21:00）にナイターで練習、ゲー
ムを楽しんでいます。
当時ナイターサッカーの練習成果を試すため、ナイターに参加したメンバーで与
野市民体育大会に下落合FCパパスで出場し結果は大敗。
大敗したものの試合の楽しみを知り、若手、経験者、未経験者のチーム下落合
FCパパスで与野リーグ（旧与野市）の 4部に所属しました。その後、年々少年団
OB（若手）が入り下落合FC、シニア世代の下落合FCパパスとチーム編成を行い、
下落合FCは 3部、2部と上を目指せるチームになりました。
下落合FCパパスは少年団の経験、未経験者の父兄などとシニア世代の少年団OBも
増え、旧与野市のシニアチームを中心に年に1～2回あるシニア大会で優勝できるチームと
なりました。
下落合FCローザは、2005 年さいたま与野女子リーグに所属し、第 1回さいたま与
野女子リーグ優勝。2007年よりさいたま市北部女子リーグに所属し優勝目指して日々練
習しています。



指 導 部

執 行 部
■団長 近 藤 裕 司

■副団長 住 田 稔 明 新 井 貴 裕

■理事 林 　 直 行 北 川 　 久
内　 田   誠 之 郎 大 久 保　　武　　明
渡 辺 雅 俊 石 川 知 幸
村 上 友 恒 石 川 結 香
村 上 範 子

■会計監査 哘 　 光 紀 橋　　本　　満 理 子

■顧問 上 野 　 匡 鈴 木 弘 一
鶴 﨑 浩 巳

■監督 北 川 　 久
■テクニカル・アドバイザー 桑 原 一 郎 鶴 﨑 浩 巳
■グループ・ダイレクター

高学年 住 田 稔 明
中学年 近 藤 裕 司
低学年 渡 部 岳 人

■Ａ／Ｂチーム担当指導者 〇 住 田 稔 明 池 田 宏 彦
鈴 木 勇 也 大 久 保　　帆　　駿
岩 本 　 崚

■Ｃチーム担当指導者 〇 和 久 井　　伸  　彦 長 澤 和 哉
北 川 　 久

■３年生担当指導者 〇 村 上 勝 利 近 藤 　 稔
青 木 憲 和

■２年生担当指導者 〇 哘 　 光 紀 細 野 　 茂
村 上 友 恒 川 浦 崇 明

■１年生担当指導者 〇 赤 津 良 勝 八 代 　 隆
高 橋 和 希

■キッズ担当指導者 〇 新 井 貴 裕 安 達 　 努

令和2年度（2020）役員・スタッフ名簿
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審 判 部

■協力指導者 林 　 直 行 大 久 保　　武　　明
前　 田　 新 太 郎 内　 田　 美 和 子
小 澤 啓 太 岩 本 　 拓
村 上 友 基 綿 谷 洸 志
鈴 木 剣 也 相 澤 祐 介
青 山 真 也 入 江 晃 介

■夕練担当指導者 〇 鈴 木 剣 也 岩 本 　 崚
相 澤 祐 介 入 江 晃 介
大 久 保　　武　　明 鶴 﨑 浩 巳

■ＧＫ担当指導者 高 橋 和 希
〇印はチーフ

■運営委員会　部長 安 達 　 努

■運営委員会　副部長 哘 　 光 紀

■運営委員会　専門員 宮 林 義 和 山 形 　 毅

■運営委員会　指導者 八 代 　 隆

■保護者 片 澤 克 展 鈴 木 貴 大
福 永 征 洋 森 　 康 平
萩 谷 純 一 川 浦 洋 征

■指導者 近 藤 裕 司 池 田 宏 彦
大 久 保　　帆　　駿 岩 本 　 峻
和 久 井　　伸　　彦 長 澤 和 哉
村 上 勝 利 細 野 　 茂
村 上 友 恒 川 浦 崇 明
高 橋 和 希 新 井 貴 裕
村 上 友 基
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編集後記
与野下落合サッカースポーツ少年団の創立 50 周年記念誌の作成にあたり、お祝のお言葉を頂

戴いたしました皆様、団長、監督を始めOB、OGの皆様、当少年団保護者の皆様の多大なるご
協力を賜りましたことに、心よりお礼申し上げます。
50 周年記念誌は、令和 2年 11 月に開催を予定しておりました祝賀会に向け 1年以上前から

編集を進めてまいりましたが、緊急事態宣言による当少年団の活動休止、コロナ禍による祝賀
会の中止決定と困難の連続でした。令和 2年 6 月から当少年団の活動再開に合わせて記念誌作
成も再開いたしましたが、記念誌の作成を担当させていただき、改めて過去の輝かしい歴史や
懐かしい一コマを垣間みることができたこと、記念誌編集委員一同の大きな喜びと共に財産に
なりました。
当少年団は、大勢の団員に恵まれ、団長、監督を中心に充実した指導体制を構築し、子ども

たちがサッカーを通じて心・技・体を養うための最高の環境を整えてきました。私たちが、こ
れまでの 50 年間で築きあげられた伝統とこのすばらしい環境を未来の子どもたちに伝えていく
ことで、子どもたちがたくましく成長し地域のコミュニティのみならず日本全体の発展に寄与
してくれるものと確信しています。
最後に、今後の与野下落合サッカースポーツ少年団の益々の発展を期して、紙面を締めくく

ります。

創立 50 周年記念誌編集委員一同

与野下落合サッカースポーツ少年団
創立 50 周年記念事業実行委員名簿

実行委員会
実 行 委 員 長 村 上 友 恒
会 計 石 川 知 幸 小 池 拓 也
祝賀会運営委員 長 澤 和 哉 和 久 井 伸 彦 伊 藤 伸 吉

福 永 征 洋 片 澤 克 展 鈴 木 貴 大
萩 谷 純 一 葦 川 泰 也 安 藤 寛 之

記念試合運営委員 村 上 勝 利 高 橋 和 希 大 久 保 帆 駿
岩 本　　 拓 村 上 友 基

記念誌編集委員 哘　　 光 紀 内 田 美 和 子 橋 本 寛 史
小 林　　 進 藤 倉 欣 也 廣 瀬　　 剛
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与野下落合サッカースポーツ少年団創立50周年記念誌
令和 ３ 年  （2021年）  1 月 20 日発行

■ 発行者

■ 編集者

■ 印　刷

与野下落合サッカースポーツ少年団　団長　近藤裕司

与野下落合サッカースポーツ少年団
創立50周年記念事業実行委員会
http://yono-shimoochiai.sakura.ne.jp/

シャイニー株式会社
さいたま市浦和区北浦和3－2－10
電話 048－789－6201
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与野下落合サッカースポーツ少年団創立５０周年を記念し、エンブレムを作成しました。
私たちの活動をいつも静かに見守り、時に励ましてくれる「さいたま新都心」の街並み
をモチーフに、中央に全国大会出場を象徴する「星印」を、周囲には「サッカーボール」
と中央区の花「バラ」を配置し、情熱と気品を兼ね備え楽しくスマートにサッカーをプレー
するチームをあらわしました。

創立５０周年記念事業 「エンブレム」 完成！

図案：第 52 期生（５年生）藤
ふじくら 

倉昂
こうだい

大君
YSSC Yono - Shimoochiai Soccersports Club since 1970

与野下落合サッカースポーツ少年団



与野下落合サッカースポーツ少年団

創立 周年
s i n c e  1 9 7 0


