札幌市サッカースポーツ少年団連盟 広報紙
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きずな
後半は１８分にコンサドーレのコーナーキック
から㉟のヘッドに合わせて追加点をあげ２－０と
リードを広げる。続く２３分にはハーフライン付
近から㉗にボールを繋いで左隅にナイスシュート
が決まり３点目。L-WAVEA も⑲にボールを集め
て攻めるがコンサドーレの堅いディフェンスの前

ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌-A、SSS ｺﾗｿﾝ、
JSN ﾚｯﾄﾞ、ｱﾝﾌｨﾆ MAKI、NORTE 札幌、
SSS 札幌ｻｯｶｰｽｸｰﾙ、LIV FC-A

では、なかなかシュート迄行けない。何とか１点
を取りたい L-WAVEA は⑲が仕掛けてゴール前
の㉓へパスを繋ぐがゴールラインを割り無情にも
試合終了のホイッスルが鳴りコンサドーレ札幌
U-12（A）が全道行きの切符を手に入れた。
Ｂブロック代表決定戦

全道大会進出おめでとう！！
札幌で開かれる全道大会の札幌地区代表を目指し

8 月 28 日(日)SSS グランド・A コート

ＣＥＲＥＺＡ

て７ブロックに分かれて各会場で熱戦を繰り広げま
した。結果、上記７チームが全道大会に進出するこ
とになりました。
Ａブロック代表決定戦
8 月 28 日(日)ばんけいグランド

コンサドーレ札幌 U－
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湿度が高いものの、夏の晴天に恵まれ、良いピ

Ｌ－Ｗ ＡＶＥA．ＦＣ

ッチコンディションの中、ＳＳＳグラウンドでＢ

（A）

ブロック決勝が行われた。

１－０
２－０

０

Cereza のキックオフで試合が始まり、ＤＦか
らのロングフィードでＤＦ裏を狙う。一方のＳＳ

Ａブロック決勝はＬ－ＷＡＶＥ．ＦＣのキックオ

Ｓコラソンは、ＤＦからのつなぎでトップ下が左

フで試合が始まった。開始早々コンサドーレ⑯がフ

右にボールを供給するという構図となり、ほぼ互

ァーストシュートを放つもゴールの右に外れる。

角の立ち上がりとなった。前半終盤は次第にＳＳ

L-WAVEA も⑲へボールを集めてシュート迄、持

Ｓコラソンが中央ＭＦ⑩からの左右へのパスから

ち込むが GK 正面。開始から１０分はお互いに決

チャンスをつくり、サイドからの攻撃を繰り返し

定機は無く試合が進み、試合が動いたのは１１分。

たが Cereza は人数をかけたディフェンスではね

コンサドーレのコーナーキックから㉘のヘディン

返し、無得点のまま前半を終了。

グシュートで均衡を破る。L-WAVEA もディフェ

後半も同様の試合運びで、ＳＳＳは高いポゼッ

ンス中心に早いプレスをかけボールを繋ぐがゴー

ションから数度決定機があったがゴールを割れず、

ルならず。前半は１－０でコンサドーレのリード

Cereza はＤＦから前線へのパスの供給で得点機

で終了する。

をうかがうも得点を奪えなかった。中盤での厳し

い競り合いが続き、双方譲らず無得点のまま後半

く戦ったものの、試合を通してグランドを大きく使

も終えた。

った JSN が優勢な試合展開で善導大会の切符を手

延長に入っても Cereza は最終ラインで必死に

にした。

はね返し、ＳＳＳコラソンはボールを回して幾度

Ｄブロック代表決定戦

かチャンスをつくった。互いに疲れが見える中、

8 月 28 日(日)ばんけいグランド

良く戦い０－０のまま延長を終えた。

西白石

ＰＫ戦に突入し、勝利がどちらに転んでもおか
しくない状況となった。Cereza 先攻の 1 巡目は

２

Cereza⑦、ＳＳＳコラソン④は双方決めたが、2

アンフィニ MAKI
１－２
１－４

６

巡目は逆に共に外した。試合を決めたのは 3 巡目
で、Cereza は強いキックを放つもバーに阻まれ、

Dブロック決勝は、西白石のキックオフで試合

ＳＳＳコラソンはＰＫを決めて接戦を制した。

開始、開始2分アンフィニの⑪のドリブルから右

互いに特徴を発揮した好ゲームだったが、若干押

サイドへ絶妙なスルーパスから③が抜け出して先

し気味だったＳＳＳコラソンに勝利の女神が微笑

制点をあげる。4分に西白石も⑩を中心に攻め⑩

んだ。

から⑨へナイスパスを出しシュートを打つが、キ
ーパーに抑えられる。

Ｃブロック代表決定戦
8 月 28 日(日)ばんけいグランド

アンフィニ NEXT

０

徐々にアンフィニペースで試合が進み、6分に
は③から⑪にパスを繋いで⑪がドリブルから正確

JSN レッド

にシュートを決めて2点目。一方の西白石もプレ

２

スを早くしてボールを奪い攻め込む。8分にはゴ

０－１
０－１

ール前15メートル付近からの⑩のフリーキック。
キーパーがはじくが、⑨が押し込み待望の1点を

Ｃブロック決勝はコイントスでアンフィニは日差

返す。その後はお互いに早いプレスからパスを繋

しを考えてか自陣を逆に選択、JSN のキックオフで

ぐが、決定的なシュートはなく2-1で前半終了。

試合開始はじまった。開始早々から JSN は左サイド

後半17分に西白石のコーナーキックを⑩がす

から切り込み、コーナーキックを奪うなど JSN が押
し込む展開で進み、５分、６分と中央ミドルレンジ
からシュートを放つがバーの上。アンフィニは攻め
が単調になり、パスが繋がらない。１２分に JSN は

ばらしいコーナーで直接ゴールネットを揺らし
2-2同点に追いつく。その後は同点に追いついた
勢いから西白石ペースで試合が進んだ。

右サイドからのセンタリングを中央で相手に競り勝

アンフィニも徐々に落ち着きを見せ初めた20

った⑪のシュートでゴールを決める。その後も圧倒

分。③のオーバーラップからセンタリングを上げ

的に JSN が攻め、前半を終了する。

て⑦ドンぴしゃり合わせて3点目とアンフィニが

18 分アンフィニも右サイドから崩し、ゴールに迫
るがシュートまで行けず。１９分に JSN⑭がミドル
シュート放つもアンフィニ GK がナイスセービーン
グでコーナーキックに逃げる。JSN のコーナーキッ

突き放す。3点目を取った事で今度はアンフィニ
ペースで試合が進む。25分にはコーナーキックか
らのこぼれ球を⑤が押し込んで4点目。続けて⑪

クを⑤のヘッドも決まらない。アンフィニになかな

からゴール前へナイスパスを⑥繋いで冷静にキー

かボールが収まらず苦しい展開に。２２分には JSN

パーを見てシュート。一度は止められるが、はじ

⑨の左サイドからのシュートが決まり２点目。その

いたボールをもう一度押し込んで5点目。28分⑪

後も２３分、２４分、25 分と JSN⑭が単独ドリブ

のハーフライン位から⑦への絶妙なパスを受けキ

ルで左サイドから持込みシュートに行くがアンフィ
ニ GK のナイスセーブが続く。アンフィニも粘り強

ーパーの位置を見て、落ち着いてシュートで6点
目。

西白石も何とか1点を返そうと頑張るが、一度
同点に追いつくところまでは善戦したものの、そ
の後はアンフィニペースで試合は展開し試合終了。
アンフィニMAKIの全道大会進出が決まる。

冷静に決め先制した。
後半に入ってもＳＳＳはパスをつなぎ得点機を
うかがい、一方の上江別は隙をついてゴール前ま
でボールを運び得点機をうかがうという展開とな
った。均衡が破れたのは後半５分。ＳＳＳ⑩がサ
イドを抜け出しＤＦをかわしてゴール左にボール
を綺麗に流し込み同点。その後は一進一退の状態

Ｅブロック代表決定戦
8 月 28 日(日)SSS グランド・B コート

スポルディング FC

FC NORTE 札幌 U-12

１－１
０－１

1

2

が続いたが、２６分にハーフウェイライン付近で
ボールをキープしたＳＳＳ⑪がスピードを上げ、
上江別陣営の中央を駆け上がり、ＤＦもかわして
シュート。ＧＫはシュートを読みはね返すもこぼ
れたところを冷静に⑪がヘッドで流し込んでゴー

E ブロック決勝は互いに守備意識が高く、拮抗

ルを奪い逆転した。このまま試合が進み、試合終

状態が続く中、１３分にスポルディング㉗がゴー

了のホイッスルが鳴った。ポゼッションの差が結

ル前に切り込み先制点を奪う。続く１４分には中

果につながり、ＳＳＳが全道大会へ駒を進めた。

盤に位置した NORTE④から相手のバイタルエリ
アに蹴りだされたロングボールを⑪がゴール前に
持込み同点弾を決め１－１で前半終了。

G ブロック代表決定戦
8 月 28 日(日)SSS グランド・B コート

後半はボールポゼッション６：４程度で
NORTE がボールを支配しゴールを狙いに行く中、
２２分 NORTE⑨が相手ゴール前の混戦からシュ
ートを決め１点リードする。引き続き NORTE⑨
がゴールを狙う中、スポルディングもカウンター
のチャンスで数回ゴールを狙うが得点ならず。試
合終了のホイッスルが鳴り２－１で NORTE の逆
転ゲームで全道行きの切符を手に入れた。

アプリーレ札幌

０

LIV FOOTBALL
CLUB(A)
０－０
０－３

U-12

３

G ブロック決勝の前半はボールポゼッション
６：４で LIV がゲームを支配し８本のシュートを
放つも決めきれず得点無し。一方のアプリーレも
２回ほどチャンスが訪れるがシュートには至らず
前半は０－０で終了する。
後半開始の１８分に LIV がハーフウェーライン

F ブロック代表決定戦
8 月 28 日(日)SSS グランド・A コート

付近で狙っていた⑱へのロングボールをドリブル
でゴール前に持込む。GK と１対１を冷静に対応

SSS 札幌ｻｯｶｰｽｸｰﾙ
２

上江別 Jr．FC
０－１
２－０

１

ＳＳＳのキックオフで試合が始まり、立ち上が
りからＳＳＳがパス回しで押し気味に試合を進め
た。ＳＳＳはボールを支配して左右へ展開し、数
度チャンスをつくるも上江別の献身的なディフェ
ンスとラインコントロールによるオフサイドトラ
ップにかかり拮抗した試合となった。試合が動い
たのは前半終了間際の１４分。中盤での競り合い
からボールを受けた上江別⑨がスピードを上げゴ
ールエリア内に切り込んだところ、ＳＳＳのＤＦ
がたまらず足をかけファール。ＰＫを上江別⑨が

しゴール左隅に流し込み先取点を決めた。２４分
に LIV が右からのコーナーキックを⑮がダイレク
トヘディングシュートを決め追加点を奪う。２９
分にも LIV の 99 番が相手バイタルエリアでくさ
びのパスを受けシュートを放ち追加点を決め３－
０で LIV が全道行きの切符を手に入れた。

