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飯 塚 亮さん

FC刈谷 監督

いときこそ次の準備をおろそかに
するな！﹂と喝を入れるシーンも
見られました︒
今季のチームは︑
去年ともに戦っ
たメンバー 名と︑新たに加わった
6名の 名︒昨季のメンバーが多い
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新体制始動！

容 易でメリットとなります︒また

いをカタチにしてくれる︑
そして試

れたということで︑
練習中に
﹁苦し

には足がとまるシーンも見受けら

る状況から引き分けとなり︑終盤

レーニングマッチでも︑
リードしてい

が低くなります︒先日行われたト

点の可 能 性が上がり失 点の確 率

と﹂︒ボールをキープしていれば︑
得

﹁ボールを持てる時間を増やすこ

ます ︒特に力 を 入れているのが︑

で︑新たな取り組みに着手してい

という声が各方面からかかるなか

監督︒
﹁ 今 季こそJ F L 昇 格！﹂

くださったのはFC刈谷の飯塚新

ないと痛感した﹂︑
そうお話しして

ダメだということ︒サッカーは甘く

は︑気持ちやハードワークだけでは

ら﹂︑
しかし﹁ 昇 格できなかったの

気持ちが他チームより強かったか

め︑
上位リーグに上がりたいという

因は
﹁ひたむきにハードワークに努

2015シーズンの快進撃の要

FC刈谷︒
ユニフォームが変わって

いきたいと考えています﹂︒

んなに目を向け厳しく取り組んで

今年のスローガンは
﹃一丸 ﹄︑選手み

ことを考えなくてはなりません︒

だけでなく︑
選手 人全員で戦う

られることになります︒
﹁スタメン

め︑
より高度な技術や戦術が求め

けで乗り切ることは不 可 能なた

な大会となります︒
ハードワークだ

も3日で3試合を行うなど︑
タフ

決勝大会は︑
予選・決勝ラウンドと

5試合 ︑全国地域サッカーリーグ

会は決 勝まで勝ち進めば5 日で

ば︑全国社会人サッカー選手権大

グは週に1度の試合ですが︑例え

刈谷の所属する東海社会人リー

き上げたいと感じています︒FC

透してきて︑
ベースをもう少し引

月︑飯塚監督スタイルも徐々に浸

体制が1月に始動してから約3ヶ

ぶことができた﹂と︑飯塚監督︒新

今までにいろいろな経験をさせて

しでも早く作ってあげたい︒私も

として上位リーグへ行く機会を少

いたいと強く思ったのです︒﹁チーム

ために120％のエネルギーを使

ときに︑引退してでも若い選手の

歳 ︒残りのサッカー人 生を考えた

監督としてチームに貢献すること

考えに考え抜いて選 手を引 退し

と監督を兼任で﹂とのオファーに︑

を指導する飯塚監督︒﹁キャプテン

牽引し︑今季は監督としてチーム

の応援が週末の楽しみのひとつに

を教え楽しさを伝えて︑
FC刈谷

したいです︒子どもたちにサッカー

運ぼうと思われるような活 動も

と地域に密着したい︒試合に足を

のも魅力です︒
﹁でも︑もっともっ

軽に練習やリーグ戦を観戦できる

は︒また選手との距離が近く︑気

えているのは︑市 民クラブならで

ろいろな方々がチームを応援し支

運営ボランティアスタッフなど︑
い

ンサー企業をはじめサポーターや

ら市民クラブ化して 年目︒
スポ

FC刈谷は︑企業サッカー部か

を押す力となります︒熱い声援を

その姿は監 督や選 手たちの背 中

がスタジアムにたくさん入ること︑

グなども行っています︒サポーター

呼ぼう！﹂と︑
チラシのポスティン

ム刈谷に
﹁ 2千人のサポーターを

リーグの開幕戦︒ウェーブスタジア

7日
︵土︶
は︑東海社会人サッカー

語ってくださいました︒来る5 月

るチームになっていきたい﹂と熱く

刈谷に入りたい！﹄
と思ってもらえ

グに上がって︑子どもたちに
﹃ FC

ます︒飯塚監督は︑﹁早く上位リー

を使用したウエアをまとって戦い

を選びました︒飯塚監督は今年

もらいました︒今度は若い選手た
いと思うんです︒選手が自分の思
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今 季もJ F L 昇 格を目 指す

みませんか︒

送りに︑
ぜひスタジアムに出かけて
なったらいいですね﹂︒

26

ちにもっといい経験をしてもらいた

昨季はキャプテンとして仲間を

﹁もっと地域に密着したい！﹂

自分のスタイルにあった選手を呼

﹁準備期間が少なかったわりには︑

ルがわかっているなど意 思 疎 通が

ことは︑
個々の性格やプレースタイ

26

今季も﹁一丸﹂となって

東京都八王子市出身。2009年より、
FC町田
ゼルビア、
カマタマーレ讃岐、
レノファ山口FC
など、JFLリーグ所属チームでの活躍を経て
2015年にFC刈谷へ移籍、
キャプテンとして
東海社会人サッカーリーグ1部での優勝に貢
献。通算112試合19得点、
またカマタマーレ
讃岐・レノファ山口FCでは地域リーグからJFL
への昇格を2度経験。2016年よりFC刈谷の
監督に就任。好物は
「柿ピー」。
「柿ピーとコー
ラでいい戦術が浮かびます！」

心機一転︑
ホームでは刈谷の
﹁ 白地

ましい戦いぶりは多くのファンの感動を呼びました。
「ぜひ今季も！」と熱い注目を集

合に勝つことができたときにはと

へ進出。惜しくもあと一歩というところでJFLへの昇格は叶いませんでしたが、目覚

地元の市民クラブを応援しよう

（日本フットボールリーグ）」への昇格をかけて、
「 全国地域サッカーリーグ決勝大会」

に赤だすき﹂を残しつつ︑
アウェー

は、
「東海社会人サッカーリーグ1部」において見事優勝し、上位リーグである「JFL

てもうれしい︒
いい表情で戻ってく

「サッカーのまち刈谷」を代表するサッカークラブといえば、
「 FC刈谷」。昨シーズン

では刈谷市の花カキツバタの紫色

めているFC刈谷をご紹介します。
30

ブ

運営に携わるボランティアスタッフの中に息づいています。今年で

るのを見るのもいいですね﹂︒

」
谷
刈
FC
「

創部11年目、
東海社会人サッカーリーグ所属。

雄 クラ
のー
元 ッカ
地市民サ

FC刈谷オフィシャルサイト http://www.fckariya.jp

KICK OFF!

住 刈谷市築地町荒田1
■
（刈谷市総合運動公園内）
☎ 0566-27-8295
■
P 1000台
■

援や協力をいただき、
その想いは今も、
クラブを支える賛助会員や

FC岐阜SECOND

第11節

プロリーグ アマチュアリーグ

ウェーブスタジアム刈谷
生。企業クラブから市民クラブへ生まれ変わるのにあたり多くの支

6月19日
（日） 16:00K I C K OF F

都道府県リーグ（47都道府県）

Chukyo univ.FC

第5節

6月5日
（日） 13:00KI C K OF F

東海社会人
サッカーリーグ

常葉大学浜松キャンパスFC

第3節

5月21日
（ 土 ） 16:00 K I C K OF F

地域リーグ

FC.ISE-SHIMA

第1節

5月7日
（ 土 ） 16:00K I C K OF F

JFL

（9地域）

チームと市民、
「一丸」となって
※その他の試合日程など、詳細はFC刈谷オフィシャルサイトをご覧ください

東海社会人
サッカーリーグ

ホームグラウンド
高まり、
JFL参戦の権利を受け継いで市民サッカークラブとして誕

J2

特定非営利活動法人かえるスポーツクラブ
2006年、
デンソーサッカー部がJFLへの参戦を停止することを機

みんなで応援にGO!!

で
！
動画をチェック

全国に9つある地域リーグのひと
つ。東海地方の4県
（静岡・愛知・
岐阜・三重）
のクラブチームが参
加し、
アマチュアサッカーの最上
位リーグである
「JFL（日本フット
ボールリーグ）」への昇格を目指し
ています。

に、
「サッカーへの想いをつないでいきたい」
という市民の気持ちが

ホームゲーム日程表 場所／ウェーブスタジアム刈谷
J3
谷の
FC刈 地
現在

第51回東海社会人サッカーリーグ1部

J1

開幕
間近
！

人々の 想いから生まれた市民クラブ「FC 刈谷」

