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会場 ： 千葉県市原市／市原スポレクパーク
協賛 ： JFA Youth & Development Official Partner
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公益財団法人日本サッカー協会

会長　田嶋 幸三

　JFA全日本O-50サッカー大会が無事、開催されましたことをうれしく
思います。そして、熱戦を勝ち抜き、見事、O-50の頂点に輝いた東京都
のT・ドリームス50にお祝い申し上げます。
　本大会は、FIFAワールドカップ日韓大会が開催された2002年にスター
トし、今年で21回目の開催を迎えました。一昨年から続くコロナ禍の影響
で多くの大会が中止を余儀なくされる中、本大会が途切れることなく開催
できたのは、関係者の皆さまのご尽力のたまものです。あらためて御礼申
し上げます。
　選手の皆さんは、コロナ禍で思うような活動ができないなど困難なことも
あったかと思いますが、他チームとの対戦や交流を通じてスポーツの素晴
らしさや楽しさをあらためて実感したのではないでしょうか。
　日本サッカー協会（JFA）はこの約2年半、新たな登録制度とメンバー
シップ制度の確立を柱に改革を進めてきました。メンバーシップの導入に
あたってはJFAとサッカーファミリー一人一人がつながるアプリケーション
ソフトウェアを開発し、それぞれの属性に合わせたサービスや情報を提供
する予定です。それによってサッカーファミリーとの絆をより強固にしなが
ら、年齢や性差、障がいを問わず、誰もがサッカーを通じて豊かな人生を
送ることができる環境を広げていく考えです。
　O-50世代の皆さんの中には、プレーの傍ら、指導者や審判員として活
動されている方も多いと思います。今後もフェアでリスペクトあふれるプレー
で、後輩や仲間たちにサッカーの素晴らしさを伝えてください。そして、これ
からも存分にサッカーを楽しんでいただきたいと思います。
　最後になりましたが、本大会をサポートいただいているJFA Youth & 
Development Programme協賛各社、大会の運営にご尽力いただい
た千葉県サッカー協会の皆さま、ボランティアの皆さまに心から御礼申し
上げます。
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対談

JFA 理事・JFA シニアアンバサダー
金田 喜稔

JFA 常務理事・JFA シニア大会部会 部会長
宗政 潤一郎

多くの選手にプレーしてもらい
シニアサッカーを広げていく

宗政　シニアの各大会を視察していますが、今回も驚きました。年
齢を重ねても、体力も気力もある。この炎天下で3日間戦い抜くに
は、普段から相当鍛錬しないと厳しい。すごい情熱です。

金田　ゲームは素晴らしいものでしたが、一方で、選手のレベルが
高く、誰もが目指せる大会ではないと感じました。このようなトップレ
ベルのチームでなくても参加できる大会があってもいいのではない
かと思いました。

宗政　日本代表経験者も出場するこの大会は、初心者が出られる
レベルではないので、楽しみながらプレーできる大会も開催すべきだ
と考えています。真剣勝負とエンジョイの両方が必要だと思います。

金田　歴史あるこの大会は尊重して残しつつ、学校の部活動を
最後に離れたサッカーをまたやりたいという人も出られる大会を開
こうと話しています。今年1月には高校別のOB大会も開きましたし、
今後はJクラブのサポーターによる大会があってもいいですよね。

宗政　8人制や、グラウンド半面でできる大会でもいいと思います。
競技人口を増やすことを考えないといけません。

金田　できるところからやればいいんですよ。やりたいという声が

上がったら、日本サッカー協会（JFA）がノウハウを提供してサポー
トすればいい。例えば、私と宗政理事の故郷である広島の県大
会、あるいは島根や鳥取と中国大会を開く。夜には皆で飲食しなが
らサッカーやスポーツの話をして楽しめばいい。

宗政　それを見たら、うちもやりたいという話になるでしょうね。きっ
と全国で開催できると思います。

金田　一つ成功事例をつくったら、すぐに広がります。今はSNSの
影響力がすごいですから。O-60とO-70の全国大会をYouTubeで
公開したら、2週間で30万回も再生されたんですよ。

宗政　若い人も見たでしょう。40代や50代の人たちは、上の年代
になった時にどのくらいできるのか、興味があると思います。

金田　サッカー以外のスポーツに関わる人たちが、同じようにシニ
アの大会を開きたいと考えているかもしれない。サッカー界はものす
ごい発信力を持っていると思います。

宗政　サッカーが先頭に立ってやっていきたいですね。女子やキッ
ズと同じく、JFAが重点的に力を入れているシニアサッカーを金田
アンバサダーと一緒に広げていくのが楽しみです。

株式会社フォトクリエイト 
写真販売のご案内

下記のURLをクリック、またはQRコードを読み込んでアクセスし、閲覧パスワード「4258」
を入力してください。注文期限：2022年8月17日（水）24:00

JFA Youth & Development Programme　下記ロゴをクリックすると各社のサイトへアクセスできます。

　　　　  大会公式ページ 大会要項・試合結果・参加チーム（役員・選手）等の情報は下記のURLをクリック、または右の
QRコードを読み込んでご確認ください。各日のマッチレポートも掲載されております。
https://www.jfa.jp/match/jfa_o50_tournament_2022/

グループステージ・決勝ラウンドのハイライト動画と月刊JFATV6月号シニアサッカー特集が掲載されております。
それぞれ下記の画像かURLをクリック、またはQRコードを読み込んでご覧ください。

https://www.jfa.jp/match/jfa_o50_tournament_2022/tv.html

https://allsports.jp/event/01076047.html

https://youtu.be/ObZfpCF6pZA

大会関連リンク
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2022年6月25日（土）～27日（月） /千葉県市原市

※2022年6月20日時点のメンバー

スタッフ 大会結果
1次ラウンド

2次ラウンド

vs
vs
vs

vs
vs
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監督
コーチ
スタッフ
スタッフ
トレーナー
トレーナー

本田 泰人
木村 裕之
安藤 哲也
中村 篤次郎
相野 悠香
大田 晃平

4－0
1－1
3－2

1－0
1－0

香川FC50
レアル関西
BLAZE

FC船橋50
羅針盤倶楽部NAGOYA

No. Pos. 選手名 生年月日
2 DF 山﨑 義幸 1964.12.17
3 DF NEUREITER KIRK 1967.12.11
4 DF 落合 祐二 1970.12.07
6 MF 本田 泰人 1969.06.25
7 MF 岡本 嘉章 1963.03.16
8 MF BAILEY JASON 1966.06.01
9 FW 前田 治 1965.09.05
11 FW 福益 大 1971.07.21
12 DF 山本 佳正 1971.11.01
13 FW 野本 英男 1971.08.11
14 MF 和田 展史 1972.11.02
15 DF 中川 茂 1967.10.03
16 FW 増田 真一 1970.10.17

No. Pos. 選手名 生年月日
18 FW 山口 寛樹 1972.05.26
19 DF 小西 俊市朗 1972.08.12
20 MF 黒岩 文幸 1969.11.03
23 MF 米原 隆幸 1970.04.17
24 DF 石村 親 1972.11.19
27 FW 大曽根 努 1972.05.03
28 MF 木島 敦 1969.09.06
29 DF 百瀬 成彦 1972.04.18
32 MF 伊藤 隆史 1972.11.02
36 DF 大谷 勝仁 1968.11.12
55 GK 小林 康紀 1971.12.01
99 GK 鶴岡 洋介 1971.07.08

Ｔ・ドリームス５０
関東地域第3代表　東京都
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