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40周年挨拶文
会長 向江 太

クラブ創設40周年おめでとうございます。今まで運営に携わってこら
れた役員、コーチ、保護者の協力があり、継続できたことであり、感謝
しております。
４０年前1979年に創設。この年を調べると第二次オイルショックが
あった年です。また、35周年の2014年はサッカーのブラジルワールド
カップがあった年です。
ここ10年でクラブとして、初石招待の１年生、２年生、４年生大会及
びピクシーズ杯を開催するようになりました。セカンドのユニームを３
年生以上、女子も含め揃えました。
残念なことなのですが、本年度からピクシーズ（女子）の活動を休止
し、連盟の女子トレセン活動で行うようになりました。
尾瀬片品少年少女サッカーフェスティバルですが、ここのところ行け
てなかったのですが、クラブとして参加しないことにしました。その代替
えとして、相馬市・流山市姉妹都市少年サッカー交歓試合（隔年で相
馬へ）に５、６年生で行くことにし、卒業するまでに、選手全員が行ける
ようにしました。
創設した時から各家庭の環境、考えも変わってきました。これからも
長くクラブが続けていけるように、クラブ方針を以下のとおり変えたい
と考えています。
１．中学校、高校へと成長し続けれる選手を育てる。
２．選手、保護者、コーチが夢中になって活動できる。
３．地域との繋がりを築き、卒団した後もその繋がりを続けていける。

これからも、ＯＢコーチ、ＯＢ、役員、コーチ及び保護者の協力お願
いします。



40周年挨拶文

監督 前山誠

初石少年サッカークラブが創立され40周年を
迎えました。これ程長い期間、活動を継続して
これたのも流山サッカー連盟、その他多くの近
隣クラブ、クラブ関係者、そして何より選手達の
保護者の方々の厚いご支援の賜物です。誠に
ありがとうございます。

今回の挨拶を作成するにあたって、過去の資
料を見返していたところ、創立当初から現在で
言うところのプレイヤーズファーストの方針が
見受けられます。

小学生年代は出発点であり、まずはサッカー
の楽しさを感じてもらう年代です。またそこで
培った基礎技術が、その先のサッカー人生に
おいて大きな宝物となります。

創立当初からある熱い想いはブレさず継続し、
時代変化に合わせた新たなサッカー戦術やト
レーニング手法等を柔軟に取込んで、選手達
にたくさんの宝物を手渡せる場所として、初石
少年サッカークラブがこの先50周年、60周年と
継続していくことを願います。

副会長 松尾勇雄（左） 増田裕伸（右）



歴代役員

年度 会長 監督 理事長

2015年

(H27)
向江　太 増田　裕伸 上田　英治 前山　誠 朝倉　浩也 宮脇　優 島　政弘

2016年

(H28)
向江　太 増田　裕伸 上田　英治 前山　誠 朝倉　浩也 宮脇　優 島　政弘

2017年

(H29)
向江　太 増田　裕伸 松尾　勇雄 前山　誠 朝倉　浩也 宮脇　優

2018年

(H30)
向江　太 増田　裕伸 松尾　勇雄 前山　誠 朝倉　浩也 宮脇　優

2019年

(R1)
向江　太 増田　裕伸 松尾　勇雄 前山　誠 朝倉　浩也 宮脇　優

副会長 顧問
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35周年からの歩み
（2014年4月～2016年3月）

年度 クラブの主な出来事/戦績 その他の主な出来事

2014（H26）5月初石招待                          6年      3位 サッカー 本田圭佑 イタリア一部リーグのミランと契約 背番号10

                                  4年      優勝

                                  3年      準優勝 プロ野球 楽天 田中 大リーグヤンキースと7年契約で合意

                                  2年      3位  

                                  ママさん 優勝 ロシア ソチ冬季オリンピック開幕

                 9月我孫子少年サッカー大会            4年      3位

11月 Uー12 ８人制交流サッカー大会      6年      優勝         宇宙飛行士若田光一さんが日本人初の船長に就任

ラビットチャレンジカップ          5年      準優勝

第３回ピクシーズ杯                女子     準優勝 映画「アナと雪の女王」

流山市1・2年生ママさん大会        ママさん 優勝

12月 小金原招待                        6年      準優勝 フジテレビ「笑っていいとも」放送終了

1月 高野山招待                        6年      3位

波崎卒業生大会（合宿）            6年      優勝 消費税5％→8％に 消費増税は17年ぶり

豆っこレイソル決勝大会            3年      準優勝 

第８回NBS杯                       女子     準優勝 サッカー W杯ブラジル大会開幕 日本一次リーグ敗退

2015（H27）5月初石招待                          6年      準優勝

第１回千葉県少女ミニサッカー大会  6年生の部  グループ3位 大相撲 横綱 白鵬 歴代最多33回目の優勝

                                  5年生の部  グループ2位

7月 流山市少年サッカー大会            6年      優勝 サッカー 日本代表アギーレ監督の解任を発表

                                  5年      優勝

                                  4年      3位 テニス 錦織 ツアー通算9勝目 日本選手単独最多

                                  ママさん 準優勝

9月 我孫子少年サッカー大会            4年      3位 プロ野球 中日 和田が通算2000安打 史上最年長記録

北野杯                            3年      準優勝

第２回千葉県少女ミニサッカー大会  6年生の部  グループ3位 日本人の人口27万人減 最大の減少数に

                                  5年生の部  グループ3位

10月 ユーカリカップ                    4年      優勝 大リーグ マリナーズ岩隈がノーヒットノーラン

11月 U–12 8人制交流サッカー大会        6年      3位

流山市1・2年生ママさん大会        ママさん 優勝 体操選手権で日本男子団体で37年ぶりとなる金

12月 志村杯（小金原招待）              6年      3位

桜杯                              女子     準優勝 フィギュア男子 羽生結弦 GPファイナル男子初の3連覇

1月 高野山招待                        6年      優勝
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35周年からの歩み
（2016年4月～2018年3月）

年度 クラブの主な出来事/戦績 その他の主な出来事

2016（H28）7月 流山市少年サッカー大会            5年      3位 北朝鮮が核実験「初の水爆」

8月 ８都県少女サッカーフェスティバル  女子     グループ3位

流山市少年サッカー大会            ママさん 準優勝 熊本地震 M6.5 益城町で震度7

10月 ラビットチャレンジカップ          6年      優勝

小金原フットサル大会              5年      優勝 大リーグ イチロー 日米通算安打数でメジャー記録抜く

柏なでしこカップ                  ママさん 3位

11月 流山市少年サッカー大会            2年      3位 スマホ向けゲームアプリ 「ポケモンGO」配信開始

流山市1・2ママさん大会            ママさん 優勝

2月 高野山招待                        6年      3位 人気アイドルグループ SMAP解散

ＮＢＳ杯                          女子     優勝

2017（H29）7月 流山市少年サッカー大会            6年      準優勝 米大統領トランプ大統領就任

                                  3年      準優勝

                                  2年      準優勝 任天堂 家庭用ゲーム機 「ニンテンドースイッチ」発売

                                  1年      優勝

                                  ママさん 優勝

第１回白井ＦＣミニサッカー大会    女子     準優勝

9月 第２ブロック                      3年      3位 野球のWBC 日本 準決勝敗退

10月 我孫子市交流大会                  4年      3位

11月 福田招待                          5年      3位 体操の全日本選手権で内村航平が10連覇

流山市少年サッカー大会            2年      3位

                                  1年      3位 フィギュア女子 浅田真央が引退

湖北台杯                          1年      準優勝

桜杯                              女子     準優勝 子供の数 36年連続減 過去最低更新

流山市1・2年生ママさん大会        ママさん 優勝

12月 ユーカリカップ                    4年      3位 ゴルフ 松山英樹 全米オープン2位

布佐カップ                        2年      準優勝

ゼットフットサル大会              1年      優勝 ボクシング 村田諒太が世界王者に

1月 豆っこリーグ                      3年      3位

関東リーグ６年生友好大会          6年      3位 大相撲 横綱 日馬富士引退

2月 梅郷ＳＡカップ                    2年      優勝
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35周年からの歩み
（2018年4月～2019年3月）

年度 クラブの主な出来事/戦績 その他の主な出来事

2018（H30）5月初石招待サッカー大会              4年      3位 平昌冬季オリンピック・パラリンピック開幕

新松戸清水杯                      2年      準優勝

6月 シエロミニサッカー大会            2年      優勝/準優勝 大リーグ エンジェルス 大谷翔平デビュー戦初打席初ヒット

7月 流山市少年サッカー大会            4年      3位

                                  2年      優勝 サッカー 日本代表ハリルホジッチ監督解任

                                  1年      優勝

                                  ママさん 優勝 歌手 西城秀樹死去

9月 第２ブロック大会                  4年      3位

10月 ユーカリカップ                    4年      3位 サッカー W杯ロシア大会開幕 日本は決勝トーナメント1回戦敗退

11月 流山市1・2年生ママさん大会        1年      準優勝

                                  2年      優勝 羽生結弦に国民栄誉賞

                                  ママさん 優勝

12月 桜杯                              女子     優勝 アジア大会 競泳の池江璃花子が6冠

1月 浦安ＧＦＣ杯                      女子     3位

2月 フォルテ野田プレカップ            4年      優勝 テニス女子 大坂なおみ 全米オープン優勝

第１回野田市招待                  1年      優勝 
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卒業生名簿

2015年卒業
(第35期)

2016年卒業
(第36期)

田島 温
宮脇 健太
川上 亮太朗
増田 太陽
大平 教也
前山 稜
前山 陽
篠宮 潤哉
小林 新太
松井 優貴
上田 光心
近藤 維斗
目黒 智大
小澤 健心
伊住 裕樹
猪野 将平
竹本 柊斗
田口 遥登

七戸 隆太
石塚 翔太
川井 和哉
梅田 響
山本 祥
月川 皓太
椎橋 真輝
高島 聖人
小川 隼
岸 建伍
石亀 龍生
嘉山 凜久
石塚 翔太
伊藤 大世
伊藤 璃久
竹内 涼
布施 悠介
高橋 拓人
酒井 愛輝

2017年卒業
(第37期)

大石 健太
金木 廉
山崎 康平
佐藤 蒼透
岩地 駿
山本 航生
山口 翔矢
梅原駿太郎
安藤 瑠星
吉田 航太
千葉 太智
橋本 舜
鈴木 海都
松尾 都気
服部 克也
前田 晃斗
井上琳三郎
若松 憧
大森 星奈
佐々木大輝



運藤 広貴
林田 唯吹
伊藤 大翔
小澤 康正
山﨑 晴之佑
遠藤 優斗
青木 颯冬
橋本 陸誠
高橋 良介
里村 春翔
酒巻 凌
橋本 煌永
渡邊 陽

卒業生名簿

2018年卒業
(第38期)

2019年卒業
(第39期)

神崎 悠歩
安藤 響
中村 空良
佐々木 大輔
上田 一晴
戸谷 拓馬
染谷 陽光
山村 勇

ピクシーズ

2014年
卒業

葛西 陽和
佐藤 綾美
佐藤 加苗
水谷 怜奈

2015年
卒業

安藤 麗

2016年
卒業

佐藤 真琴
小笠原 愛海
市原 彩羽
市原 光悠
水谷 瑠衣

2017年
卒業

阿部 麗奈
下鳥 真悠
大澤 来実
藤田 紬生
近藤 十心
秋山 梨花
伊藤 美優
篠崎 花音

2018年
卒業

若山 美羽
小川 明莉
服部 由埜
柴田 優衣
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40周年記念実行委員会

●実行委員長

向江　太

●事務局

増田　裕伸

●記念行事

松尾　勇雄

各学年コーチ・役員

●記念試合

前山　誠

各学年コーチ・役員

●記念誌

小澤　龍太

各学年コーチ・役員

編集後記

初石少年サッカークラブには小学校3年生の時
に第8期生として入り、14歳からはママさんチー
ムのコーチとして携わってきました。
44歳になった今、創設40周年記念誌の担当に
なったのは、改めてサッカー人生を振り返る良い
機会でした。
サッカーは下手でした。選手としてのサッカー
は早々に諦めたけれど、ママさんのコーチはメン
バー・スタッフに恵まれて長く続けられました。
その間に奥様はママさんチームに入り、息子2
人もクラブにお世話になり卒業まで見届けられま
した。
初石と共に歩んだ、とても素晴らしいサッカー
人生だったと思います。

初石少年サッカークラブは、サッカーに興味あ
る少年少女と家族の誰もがサッカーを楽しめる
チームです。これからも50年、100年と、近所の
サッカー好きの受け皿であり続けることを願いま
す。

文末になりましたが、記念誌作成のために、多
くのかたのご協力をいただきましたことに感謝申
し上げます。
特に記念誌担当として、松澤コーチ、清家さん、
西口さん、相田さん、前田さん、山田さんには多
大なるご尽力をいただきました。重ねて感謝申し
上げます。

小澤龍太
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