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東東京京都都シシニニアアササッッカカーー連連盟盟  
113-0033東京都文京区本郷 3-10-15 ＪＦＡハウス 

(公財)東京都サッカー協会 シニアサッカー連盟 

TEL03-6801-8001 FAX03-5800-5525 
 

発行責任者 委員長 曺 明(ｃｈｏ ｍｙｕｎｇ) 

第 7 回民団新宿支部ゴルフコンペ 

全国シニア Over40 東京都予選大会 

ＴＴドドリリーームムスス関関東東大大会会出出場場  

 
一昨年の覇者Ｔドリームスが、再び返り咲い

た。昨年は決勝に進出したものの、ＦＣ青山(２

０１５年度全国優勝）に惜しくも延長で決着な

らず、ＰＫ戦で敗退で２位、代表になれなかっ

たが、３年間連続決勝進出で実力を表明した。 

東京都決勝は５月２２日(日)舎人競技場 

で快晴強風の中開催された。 

当日、準決勝 2 試合、Over60 の壮行試合、3

位決定戦、決勝と 5 試合が行われた。ピッチ 

は芝生だが、状態は良くない。 

優勝決定戦 Ｔドリームス 0-0 四十東

京。延長 1-0(0-0）15 時キックオフ 

キックオフから四十東京(四十雀）が主導権を握

るがＴドリームス(Ｔドリ）もリズムをつかみだ

す。一進一退の攻防の中、四十雀ＦＷが 12 分

に左から切れ込みシュートを打つがＴドリＧ

Ｋがファインセーブ。16 分にはＴドリ左から 

 
持ち込みｾﾝﾀｰﾘﾝｸﾞ、反対側まで抜けた所を右 

                    ⇗ 

Ｔドリームスが優勝を分かち合う 

⇗から強烈なシュート、四十雀ＧＫ○73児島がファイ

ンセーブする。17 分にＴドリが右からロビングを

上げるこのボールに、⑳黒崎がヘディングシュー

トが惜しくも右にそれた。23 分にはＴドリ 

 
⑪大曽根が四十雀ゴール前で、絶妙なドリブルか

らシュート、24 分には四十雀のＦＷがシュートを

打つが決まらず 0-0 で前半終了した。 

後半に入り、1 分の四十雀の得点はオフサイド、

16 分、23 分、24 分と惜しいシュートをＴドリが

放つ。好ゲームとなった。その後も決まらず延長

に入る。 

 
延長後半 4 分、T ドリ左後方からのパスを受けた

㉗・田が絶妙なトラップで四十雀ＤＦをかわして

決勝点を上げた。 

 

Over60全全国国壮壮行行試試合合(Lazos2011) 
既に行われている関東予選会で代表となっている

Lazos2011（Lazos）の壮行試合が 12：40から北区

60を招き行われた。実力に勝る LAZOSが 4：1(3-0）

で実力を示した。  Lazosは 6月 4日～長野県

松本市開催の全ｼﾆｱ Over60大会に出場する 

 

 T ドリームス      四十雀東京 

左から栗原氏、竹田氏、村上氏       全国シ Over40 決勝前の挨拶 

全国シニア Over50 関東大会 

東東京京ベベイイ全全国国出出場場をを決決めめたた  
4月 22日(日)茨城県ひたちなか市開で開催 

東京都代表の東京ベイ FCは 1回戦で

昨年の全国覇者で地元代表のラッツ

オス古河を 3対 1で撃破。 

代表決定戦では、昨年全国 2位の FC 

前橋を破り出場の群馬県代表、FC大

泉 50を 3対 0で破り圧倒的な強さで

全国の切符を勝ちとった。 

関東地区は、昨年の全国大会 1位から 3位 

までを、関東代表の 3チームが独占する地

域。しかし、今回の予選ではその 3チーム

全てが敗退したという激戦区でもある。 

その前の東京都予選が最も厳しい地域だ。 

1回戦 東京ベイ 3-1（1-1）ラッツオス 

 古河 ひたちなか市。11時 30分 KO 

1回戦から、全国レベルの好ゲームであっ

た。もともとディフェンスの固いラッツオ

ス古河(古河）は早い激しいディフェンスで

東京ベイ FC(東京ベイ）に攻撃のリズムを

作らせない。そんな中、古河が 7分にミ※ 

今 後 の 予 定 
06月 04日(土）～06日(月)［全国大会］全国シ Over60 長野県松本市 

   ※東京都代表：Lazos2011が出場する 

 ［全国大会］全国シ Over70 秋田県秋田市  

 ※東京都代表：関東予選敗退 

06月 25日(土)       ［関東シニア委員会会議］   茨城県ひたちなか市 

※小倉副委員長出席 

06月 25日(日) ～27日(月) ［全国大会］全国シ Over50 秋田県秋田市  

  ※東京都代表：東京ベイ 50が出場する 

06月 26日(日)     ［関東大会］全国シ Over40 茨城県ひたちなか市 

   ※東京都代表：Tドリームス 

08月 27日(土)    ［第 3回東アジアシニアサッカー大会］韓国坡州ナショナル Tセンター   

※東京都代表：Over40・Tドリームス、Over50・東京ベイ 

 
 

 

決勝前、両チーム選手と審判団 

いざ全国長野大会へ Lazos2011 
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※ドルシュートを放つ、東京ベイ①ＧＫがフィステ

ィングではじき出す。 

17分東京ベイは、右から⑳川澄が右からセンターリ

ング、このボールを㉗が上手くかわしてシュート 

古河ＤＦに触れて角度が変わりゴールイン。 

しかし、粘る古河は 19分に⑩がヘディングで繋ぎ 

㉙が真ん中からフリーになり同点にする。前半は 1

対 1で終了した。 

後半は接戦になるのかと思った矢先、東京ベイは 1

分左側で縦に入ったパスを中へ落とす、このボール

を⑰ＣＦが絶妙なダイレクトシュートし2点目を右

隅に入れ突き放す。 その後、左からのセンターリ

ングを⑭大貫が走り込みダイレクトシュートを入

れた。19分に古河ＦＷがドリブル中を割りフリーの

シュートを打つが、東京ベイＧＫがファインセーブ

で結果は 3対１で東京ベイの勝利。 

 

2回戦 東京ベイ 3-0（2-0）群馬大泉ＦＣ 

 １４時３０分キックオフ 強風 

開始早々から、ほぼワンサイドのゲームだった。 

実力勝る東京ベイは前半６分、８分と㉗岡村がヘデ

ィングシュートで２得点し、代表を決めた。 

 

圧倒的な強さの東京ベイ全国出場を勝取った 

東京ベイ FC50 2016.4.22 

Over50関東予選 東京ベイ対大泉 FC 

T ドリームス対四十 雀東京戦 
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昨年より 

  

民団新聞より 

 

準決勝① T ドリームス 1-0（0-0）北区シ

ニア 40。 10 時キックオフ 

試合開始早々から北区シニア FC40(北区）の早い

潰しと、悪いピッチにＴドリームス（Tドリ)は

の得意の早いパス回しは出来ずに攻めあぐみ苦

戦。そんな中、12分Ｔドリ⑳黒岩が、後ろから

のスルーパスを受け中央を突破しフリ－になる

が、シュートを右に外す。その後、Ｔドリがリズ

ムをつかみ始めるが得点にはならない。 

前半は 0-0で終了した。 

後半に入ってもお互いにつぶしが早く、ﾊﾟｽは回

らず、点が入りそうにない雰囲気の中、7分にＴ

ドリ⑩千葉が北区ゴール前で、壁になろうとブロ

ックする、それを北区ディフェンスがたまらず後

ろから押し倒してＰＫを得る。 このＰＫを T

ドリ②我妻がきっちりとゴールインした。 

 

 
13 分北区はハーフライン付近の FK を T ドリ GK

①小林が前を出ているのを見てシュート、左に外

れたが惜しかった。20 分頃からの北区の猛攻は

すさまじく圧巻だったが、T ドリの必死の守りで

点までには至らなかった。 

 この試合も全国大会レベルの試合内容だった。 

 

後半の猛攻は圧巻。抜群の走力、北区シニア 

準決勝② 四十雀東京 1-0（0-0）武蔵ユナ 

イテッド 11 時 20 分キックオフ 

昨年の全国チャンピオンである、FC青山をブロ

ック予選で破ってきた FC武蔵ユナイテッド 

(武蔵）対ほぼ毎回ベスト４以内の四十雀東京

FC(四十雀）。強豪同士の対決だけに注目の一戦

となる。この試合も、早い潰し合いでパスが回 

 

 
らない。 18分武蔵が中央からフリーでシュー

トをするが GK 正面で決まらず、内容は一進一

退のゲームで前半は 0-0で終了。 得点は後半 

 
19分四十雀 FWが左から持込み、武蔵 GKがつら

れて出てきたところ、GKの頭上を越したボール

を中央へ、そのセンターリングを四十雀⑰岩田

がゴールしてこれが決勝点となった。 武蔵も

攻勢をかけるが、得点までには至らなかった。

この決勝大会への出場は 4チームだが、55チー

ムが参加した頂点である。3 年連続で決勝戦に

進出し優勝の Tドリは実力で頂点だろう。 

Tドリームス      

  

北区シニア 

           

 

        

武蔵ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ 

 

四十雀東京  
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     0-0    

0  延長 1-0  
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全国シニア東京都予選結果 

 
情 報 全国シニア東京都予選大会 
Over40の優勝チーム 

①全国シニア関東大会出場件 

②東アジアシニアサッカー大会の出場件 

③2位･3位は 7月開催の藤枝交流の出場件 

Over50の優勝チーム 

①全国シニア関東大会出場件 

  ②東アジアシニアサッカー大会の出場件 

  ③2位･3位は 7月開催の藤枝交流の出場件 

Over60の優勝チーム 

  ①2017年度から全国シニア関東大会出場件

都シニアサッカー連盟の試み    

1. 役員の高齢化に伴い Over40チームへ、運営 

 担当者派遣協力のお願い：昨年から実行して 

いますが、今年もりーグ戦外の大会を順次 

Over40各チームに依頼し運営の協 

力に携わってもらう。 

2. 秋期シニアサッカー選手権大会： 

 当初の目的が終了し発展的解消。 

他県との交流が少ない B級クラス 

(3位から 6位くらい)のチームを 

対象に、他県との交流を図る目的で、名称も 

「秋期シニアサッカー交流大会」に変更して 

開催した。昨年は埼玉県に協力をお願いした 

が、今年は千葉県と Over40・Over50・Over60 

との交流を図る。 

3. 成人の日に四十雀東京が行っている四十雀 

大会をシニア連盟が運営する大会に変更。 

 
「いつもの派遣審判員の方々で、全く問題なく感

謝しているが、しかし、適格なジャッジは勿論、

ランニングのスピードが選手より早いのでは！

さすが Jレベルはすごい、レフリーの動きを見る

だけでも価値がある」とは委員長。 

3 位決定戦 北区シニア FC  3-1(3-0) 武

蔵ユナイテッド 

参加チームのモチベーションが低く、３決は中止

していたが今年はテスト復活で、3 位には藤枝定

期戦の出場権を付与した。北区シニア３：１で定

期戦出場権をゲット。来年度は未定。 
 

ルール改正 JFAから下記ルール改正が通達され
た。国際的には2016年6月から有効だが当連盟
の実施時期については後日発表する。 

・三重の罰の禁止 
これまで、ペナルティーエリア内において「決定的な得
点の機会の阻止」をした守備側競技者は「退場」が命じ
られました。これにより、相手チームにペナルティーキ
ック（PK）が与えられ、反則をした競技者は退場となり、
且つ、次試合出場停止が課せられました（三重罰）。例
外を除き、「退場」ではなく「警告」とすることで、次
試合出場停止がなくなり、一つの反則に対して三重の罰
を課さないこととなりました。 なお、ペナルティーエリ
ア外での「決定的な得点の機会の阻止」をした競技者は、
これまでどおり「退場」そして次試合出場 
停止となります。 
 靴などの用具の交換において、その用具を 

 正す、または取り替えるためにフィールドか 

ら離れた競技者は、第4の審判員や副審がそ 

の用具を点検できた場合、負傷した後に復帰 

する競技者と同様、ボールがインプレー中であっても主
審の承認を受けた後、フィールドに復帰できる。  

 キックオフは、どの方向にボールをけっても良い。  

 警告/退場を伴った反則時に、その反則を受けて負傷し
た競技者は、フィールド内で短時間の医療的処置を受け
ることができ、プレーすることが可能と判断されれば、
フィールドから去ることなく、そのままプレーすること
ができる。  

 ペナルティーキックにおいて、ボールがけられる前にゴ
ールキーパーがゴールラインから離れるなどの違反し得
点にならなかった場合、ゴールキーパーは警告される。  

5月 22日の全国
シニア Over40の
決勝戦のレフリ
ーを、Jリーグの
竹田和雄氏に担
当して頂いた。 
㊧から、栗原氏・ 
竹田氏・村上氏 
の決勝審判団。 

毎年決勝大会出場の四十雀東京 Over40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC青山を破り出場した武蔵ユナイテッド 

T ドリームス対四十雀 中盤の攻防 

 

 

 

 

 

 

 

貞光対小林の勝負   T ドリミドルシュート 

 

 

2016 全国シニア Over40 東京都決勝前 

 

 

 

J リーグ審判員、武田氏が全国シニア

Over40東京決勝の主審を担当する 


