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発行

発足９年目の２０１６シーズンは、新たな試みにチャレンジした１年でした。
Ｓリーグでは所沢開催を実現させ４日程とし、試合時間を１０分ハーフに延長。セレク
ションチームでは企業サポーターを募った新ユニフォームが完成しました。さらに、他の
精神障がい者スポーツとコラボした埼玉ソーシャルスポーツフェスを主催するなど、皆さ
んと協力して、楽しみながら活動していきました！
いよいよ、結成１０年目を迎えます。運営委員会では、次の１０年に向けた方向性
（ミッション）を作り上げてきました。今シーズンはそれを関係している様々な皆さまと
検討や共有をしていく１年にしていきます。そして、社会に精神障がい者フットサル活動
が定着し、一人でも多くの方々が魅力を感じ、参加してもらえるようになればと思います。
◇◆２０１６シーズン・全体活動報告◆◇
精神障がい者を対象としたフットサル大会の企画・運営を中心に様々な活動を行ってまいりました。
開 催 日

主催等

２０１６年５月５日（木祝） 運営協力
７月３日（日）

主

催

9 月 24 日（土）

主

催

10 月 15 日（土）

主

催

11 月 20 日（日）

主

催

12 月 18 日（日）

主

催

主

催

２月２５日（土）

参

加

３月２５日（土）

主

催

２０１７年 1 月 28 日（土）

内

容

第９回スマイルサッカー大会 精神障がい者の部
会 場：レッズランド（さいたま市）参加６チーム
サルさぽカップ 201６
会 場：不動ヶ丘病院
Ｓリーグ 201６ 第 1 日程
会 場：所沢市市民体育館（所沢市）参加者：８チーム
Ｓリーグ 201６ 第 2 日程
会 場：春日部市立総合体育館（春日部市）参加者：８チーム
Ｓリーグ 201６ 第 3 日程
会 場：春日部市立市民体育館（春日部市）参加者：８チーム
Ｓリーグ 201６ 第４日程
会 場：春日部市立市民体育館（春日部市）参加者：８チーム
埼玉ソーシャルスポーツフェス 2017
会 場：春日部市立市民体育館 参加者 約 100 名
第 2 回 ソーシャルフットボール全国大会 関東予選
会 場：川崎市立川崎高等学校体育館
２０１７シーズンフットサル IN 埼玉実行委員会

会 場：FUTSAL POINT 西大宮
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総会・交流会

◇◆Ｓリーグ２０１６シーズン

（埼玉県精神障がい者フットサルリーグ）◆◇

2016 シーズン S リーグは、初参戦となった S.F.C.SocioTokorozawa の活動拠点である所沢市で
の第一日程開催から幕を開けました。計 8 チームが参戦して盛大に盛り上がり、新しい取り組みの多
かったシーズン戦であったと思います。
2015 シーズン時に参加選手や応援・関係者の方に協力いただいた「S リーグ運営方法に関するアン
ケート」を参考に、様々な地域・会場での開催を取り入れるべく、所沢市民体育館サブアリーナを新た
に会場として加えて開催しました。現地活動拠点である S.F.C.SocioTokorozawa チームの協力もあ
り、整った設備環境の下で第一日程から熱い試合が展開されました。
また、より多くの試合数を楽しみたいという意見を参考に、今シーズンは日程を増やしての全 4 日
程に渡ってリーグ戦が繰り広げられました。これまでの総当たり戦と決勝リーグ・敢闘リーグでのトー
ナメント戦で優勝チームを決める方式から、総当たり戦を二周り実施して優勝チームを決定する方式で
行い、試合時間も 10 分ハーフの前後半戦として試合時間を増やしての試みとなりました。
第二日程では「はっとり接骨院」服部光紀先生のフィジカル個別相談会も設けられ、試合のための体
作りや怪我予防の話題が挙がりました。より地域との交流を広げていく、活動を普及していくための関
係づくりが形として実現しました。
各チームが戦略を話し合い、フィールドの中で声を掛け合う姿、そして観客席、応援席も一体となっ
てエールを送る様子は、今シーズンの S リーグの新しい試みや参加する当事者の声を反映して、今後の
課題に前向きに取り組めるための貴重なシーズン戦であったと考えます。

各チームが白熱した試合をする中で、最後まで拮抗した優勝争いを制したのは EVOLVIENTO F.C.
でした。
【2016 シーズン優勝 「EVOLVIENT F.C.」チーム代表者 渋谷 健太郎

選手】

今大会に向けて、なかなか満足のいく練習ができず、不安がありました。しかし、一人一人の気持ち
を出し切って優勝できたことが嬉しく思います。来シーズンも頑張っていきたく思います!!
【得点王 EVOLVIENTO F.C.

伊藤直彦 選手】

※表彰式は残念ながら欠席されました。
【大会 MVP FREM F.C. 氏名 吉澤 正明 選手】
自分の所属するチームは今回準優勝でしたが、まさか準優勝の中から MVP として選ばれるとは思っ
てもなかったので驚いています。ありがとうございます。
これからも S リーグを皆で盛り上げていければと思います。
大会運営に際して、学生ボランティアや地域の関係者のご協力もあり、大きな怪我もなく 2016 シ
ーズンを終えることができたことに S リーグ運営委員一同、感謝申し上げます。
ありがとうございました。
来シーズンも参加する当事者や地域の方を含めた関係者の声を活かしてまいります。
2016 シーズン結果の詳細はホームページをご覧ください。
【担当 前原】
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◇◆埼玉県セレクションチーム「埼玉ＣＡＭＰＩＯＮＥ」◆◇
【第２回ソーシャルフットボール全国大会関東予選】
昨年に引き続き、埼玉県代表として出場をした埼玉ＣＡＭＰＩＯＮＥ。今大会、全国への切符を手に
入れるべく、新たなスタッフ・選手を迎え挑みました。監督：古賀、コーチ：駒崎・大澤、トレーナー：
丸山、アシスタントコーチ：固山、スタッフ：黒沢・鈴木（篤）
、鎌田という 8 名のスタッフ体制でチ
ームを始動しました。
今回、セレクション活動で大きく変わったことが
3 つあります。①新ユニフォーム、②スポンサー、
③埼玉県リーグ１部選手によるコーチングです。
これまで、使ってきた愛着のあるユニフォームで
したが、心機一転し、新ユニフォームを作成するこ
ととなりました。さらに、スポンサーとして以下の
皆さま方に応援をしていただくことができました。
【Bonera 様・はっとり鍼灸接骨院様・ＷＩＮＧＳＩＮＧ様・㈱フラット様・天狗屋様・日本アーティ
スト協会】の皆様です。
このように様々な方々のご協力のもとチームづくりを始めました。練習会は計 7 回を行い、基本的
な戦術から応用戦術まで“フットサル”を追及したトレーニングを行いました。練習会第４回目では、
「前全国大会覇者のダルク」を招いて練習試合をするなど、緊張感のある練習も行うことが出来ました。
練習を重ねるにつれ高まるチームレベルを身体で感じ、日に日に大会への期待が高まっていきました。
そして、迎えた 2 月 25 日（土）
、会場は川崎市立川崎高校。緊張の中迎えた初戦は千葉県予選１位通
過の Espacio 近年勝ち越せていない強敵であり、因縁のライバルでもありました。結果は、0-0 の引
き分け。試合内容では完全に優勢で、決定機もあり悔
しい結果でした。良いチームの雰囲気で迎えた２試合
目では、FC PORT との試合。しかし、相手エースの
個人技にやられ 0-4 と大敗。良い流れがあった分悔
しい結果となってしまいました。その後、気分転換を
しに外へ行き選手同士で意見交換。チームキャプテン
である泉選手を中心に話し合うことが出来ました。
そして迎えた 3 試合目のダルク戦。練習試合をやっていたこともあり、お互いを知った上での戦い
でした。結果は 1-0 と勝利。調子が悪かった相手とはいえ強い相手でした。そして迎えた最終試合、
BOSCO NEXT との試合。結果は 0-0 と引き分けでした。全体を通して１点が遠く、惜しい場面が続
き決定機をものにできませんでした。そして最終順位は全体で３位。全国へ行けるのは 2 位までとな
っており、あと一歩届かず大会を
終えました。
応援して頂いた、スポンサーの
皆さん、遠方より来ていただいた
サポーターの皆さま、応援ありが
とうございました。
これからも埼玉ＣＡＭＰＩＯ
ＮＥを宜しくお願い致します！
【担当 鎌田】
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◇◆地区活動の紹介◆◇
☆

南部地区交流会

７月１８日(月)川口駅から歩いて３分のところにあるフットサルポイント川口にて、ベアーズ＆埼
玉カンピオーネの交流会を開催しました。人気のあるフットサル場でしたがお店の方にご協力をいた
だき、猛暑の中、冷房の効いた室内で皆さん快適にプレイをすることができました。当日は交流会に
３０名参加され、県外から来る選手にも来ていただきました。店長の指導によるアイスブレイクと準
備運動で始まって、総当たり戦を行い楽しい２時間になりました。【担当 城戸口】

☆

西部地区フットサル交流会

2016 年 9 月１０日(土)にてカンジャーレ交流会が開催されました。場所としては川越のフットサル
リゾートで行われ、カンジャーレメンバーや、ソシオ所沢の皆さん、ブリザーズ、エヴォルヴィエント
FC からも交流会に参加して頂き、2 時間という時間の中でボールの基本的な扱い方、個人で出来るボ
ールタッチ等をカンジャーレの松原さん(松さん)の指導のもと練習しました。カンジャーレ自体練習す
る機会が少ないためこの交流会が行われたのはとても意義あることだと思います。練習自体初心者から
上級者まで楽しめる形であったのも良かったかと。練習に来てくださった皆さんには感謝いたしまして、
来年度もこういった形で自主的に練習を取り組めたら良いのかと思っています。来年度もカンジャーレ
をよろしくお願いします。
【担当 島田】

☆

北部地区フットサル交流会

11 月 19 日に深谷市内にて北部地域精神障がい者フットサル交流
会を開催しました。当日は雨となりましたが 45 名の参加者が集まり
ました。

昨年に引き続きコーチングを深谷ヴィレッジさんにお願い

しました。前半はボールに慣れるようパス練習やドリブル練習、後半
は 5 チーム総当たり戦 4 分ハーフと大ボリュームの交流会となりまし
た。どの試合も熱かったのが印象的です。楽しかった、また参加した
い、チームのみんなと仲良くなれた。など参加された方々に喜んでい
ただけたようです。北部も少しずつフットサル熱が高まってきました。これからも皆さまに喜んでもら
える機会を提供できればと思います。みなさまご協力ありがとうございました。【担当 小林】

◇◆フットサル with さぽーたーず～サルさぽカップ 2016～◆◇
７月３日（日）埼玉県の精神科病院で唯一、敷地内にフット
サルコートがある不動ヶ丘病院で、サルさぽカップ 2016 が開
催されました。梅雨時期で心配された雨も吹き飛ばすカンカン
照りで、３５度を超えるこの夏一番の暑さにもかかわらず、見
学・応援を含め 100 名弱もの参加者が集まりました。
数々のリーグで経験を重ね実績のあるチームも多い中で、初
参加が多い不動ヶ丘チームのメンバーの中には、緊張した様子
の参加者も見られましたが、カップ戦はエンジョイする中で勝利を目指しながら進んでいき、次第に表
情がやわらぎ笑顔も増えていきました。
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参加者からは、「爽やかな汗をかけて、楽しく充実した 1 日を過ごさせてもらえた」、「暑かったけ
ど、みんなで力を合わせて最後までプレーできたことが良かった」等の感想が聞かれました。
女性選手の参加もあり、「フットサルを始めて段々と蹴られるようになり、楽しめるようになりまし
た」と、楽しみなコメントがありました。また、来年も不動ヶ丘でやって欲しいといった、今後への期
待も含む声も聞かれ、会場となった不動ヶ丘のメンバーにとっても、心地の良い時間となりました。
サルさぽカップ 2016 の開催にあたり、ご支援・ご協力頂いた皆様、本当にありがとうございました。
【担当 神田】

◇◆全国初★「埼玉ソーシャルスポーツフェス 2017」を開催！◆◇
バレーボール・フットサル・バスケットボールの 3 種競技がワンフロ
アで体験できて、かつ、
「精神障がい者スポーツ」×「アート」を組み合
わせた全国初のイベントを春日部市で開催しました。
県内の精神障がい者スポーツの支援団体と協働し、さらに（特非）日
本アーティスト協会ともコラボしての初挑戦。スポーツを通じた社会活
動のことを『ソーシャルスポーツ』と名付け、埼玉で拡がりを見せてい
る精神障がい者スポーツを障がいがある方ない方にかかわらず、多くの
方に楽しみながら知ってもらうことを目指しました。
このイベントの趣旨は来場者と一緒に創り上げる「参加型活動」とし、
当日集まっていただいた９３名の方とともに、みんなで活動を応援できるグッズ「オリジナルの応援
歌」と「フラッグ」を完成させました！
スポーツ体験にとどまらず参加者から応援メッセージをもらったり、シンポジウムでスポーツの魅
力を語らいあったりと、盛りだくさんの内容で大盛況となりました。
【担当 岡田】

◇◆初チャレンジ！

女性だけでフットサルゲーム

◆◇

S リーグ終了後の交流会（11/20、12/18 の計 2 回）ではじめ
て女性だけのチームをつくり、5 対 5 のゲームを行いました。
S リーグ出場チームの女性選手や関係者の方に当日声をかけさせ
ていただき、チームをつくりました！交流会は活気のある楽しげな雰
囲気で行われ、
「今までと違うポジションができて楽しい」
「女性だけ
のチームは新鮮」などのコメントも参加された方からいただきました。
女性選手が活躍していたり、女性チームの大会が他県ではすでに開
催されています。交流会の中で今まで男性の中でやっているフットサルとはまた違う魅力があること
も感じました。今後、埼玉でも女性の交流会を広げていけたらと思います！！
【担当 大澤】
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◇◆運営委員をやってみて

◆◇

運営委員をやり、早いもので二年が経ちました。
一年目は、流れを覚えながら色々な事を手探りで行い、なんとなく行なってい
ました。
二年目は、もっと自分で言動と行動をしなくては。と試考錯誤し、月一回の運
営委員会で計画を立て、委員一人一人の考えや意見を取り入れ、もっとこうすれ
ばいいのでは？と話し合いをすることが楽しみになっています。
来年度は、さらに埼玉のフットサルが盛り上がって行けるようにしていけたらと思っています。
運営委員 冨樫 昭一朗

＜当会のサポーター企業・ご寄付いただいた方の皆さま＞
◯ はっとり鍼灸整骨院 さま

・・・ さいたま市を中心に展開されている、整骨院です。

◯ Bonera 様

・・・ デザインがカッコイイ、フットサルブランドです！

◯ ＷＩＮＧＳＩＮＧ さま

・・・ 当会のホームページをお願いしています。

◯ ㈱フラット さま

・・・ 代表者様には長らくカンピを支えていただいています。

◯ 天狗屋 さま

・・・ さいたま市西区の美味しいうどん屋さん♡

◯ 日本アーティスト協会

さま

・・・ 幅広いアーティスト活動を行っていらっしゃいます！

ほか、たくさんのみなさま、ありがとうございます！今後とも宜しくお願い致します。

＜＜編集後記＞＞
今回初めて、ニュースレターの編集をさせていただきました。埼玉カンピオーネの活動を通じて、
いろいろな社会経験を勉強させていただいております。フットサルの運営に参加して、日々の生活も、
たいへん充実しています。これかも、フットサルの普及活動をがんばりたいと思います。
お話は変わり、今年も、２０１７シーズン開始にあたり、運営委員を募集しています！！
運営委員会に参加し、カンピオーネの活動に貢献したい！更なる発展のために提案したい！
興味がある方は、ぜひお声かけください。よろしくお願いします。
【担当 野村】

埼玉カンピオーネについて詳しくは、当会ホームページをクリック！！
http://www.saitama-campione.com/
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