
2014年度横浜ＦＣ鶴見ジュニアユース 
セレクション説明会 

２０１３年１０月１２日（土） 
横浜市スポーツ医科学センター 

1 鶴見ジュニアユース 



本日の次第 

 横浜ＦＣ＆横浜ＦＣ鶴見ジュニアユースの紹介 
 指導指針 
（ユースへの昇格＆進学状） 
 個の育成 
 主な大会結果 
 週間練習スケジュール 
 月謝等 
 セレクションについて 
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鶴見ジュニアユース 
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横浜ＦＣ＆ 
 横浜ＦＣ鶴見ジュニアユースの紹介 

鶴見ジュニアユース 



横浜ＦＣの紹介 

 横浜市がホームタウン。 

 ホームスタジアムはニッパツ三ツ沢球技場。 

 横浜フリューゲルス解散後生まれ、 
日本初のコミュニティ参加型市民クラブ。 

 ２０１３年度 山口素弘監督の下、「2012シーズンに叶わなかった
J1昇格に向けて、足りなかった何か『＋ONE』を加え、J1昇格を目
指す」という想いを込め闘います。 
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横浜ＦＣ鶴見ジュニアユースの紹介 

 クラブの誕生 

1992年 フラミンゴFC（横浜FC鶴見Jyの前身）県加盟 

2000年 名称を変更し、鶴見ジュニアユースとして活動 

2001年 横浜FC鶴見Jy発足 

横浜FCの設立理念である地域に根ざしたクラブを目指して活動を始
める。 

 

 クラブの目標及び運営方針 

・多感な中学生年代の子どもたちをサッカーを通じて、豊かな人間
性と社会性を備えた人間に育てること。 

・横浜ＦＣユース、ＴＯＰに送り出せる優れた選手を育成すること。 

・指導者の資質向上と選手のためにできる限り良好な環境を整備す
ること。 
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指導指針 

鶴見ジュニアユース 
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指導指針 

鶴見ジュニアユース 

… 選手養成所ではなく 
 

人間育成の場 
（個の育成） 
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横浜FC鶴見Jy 

高校サッカー 

大学サッカー 指導者 

トッププレーヤー 

一人前の大人 

若手Jリーガー 

クラブユース 

大学生 
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ユースへの昇格＆進学先一覧 

鶴見ジュニアユース 



 過去のユース昇格人数 
◦ ２０１３年度 １名 

◦ ２０１２年度 １名 

◦ ２０１１年度 １名 

◦ ２０１０年度 １名 

◦ ２００９年度 ０名 

◦ ２００８年度 ６名 

◦ ２００７年度 ３名 

◦ ２００６年度 ８名 

◦ ２００５年度 ５名 

◦ ２００４年度 ２名 

◦ ２００３年度 ２名 

 ユースへの昇格 

  ユース担当スタッフが、サッカーへの
取り組み姿勢、技術、判断力、精神力、
身体能力等を総合的に検討し、ユース
への昇格者を決定します。 
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ユースへの昇格状況 

鶴見ジュニアユース 



神奈川県 

＜私立＞ 
桐蔭学園、日大高校、日大藤沢高校、法政第二高校 
麻布大淵野辺高校、湘南工科大学付属高校 
武相高校、横浜創英高校、湘南学院高校 など 
＜公立＞ 
県立翠嵐高校、県立川和高校、県立横須賀高校 
県立旭高校、市立東高校、市立南高校 
県立川崎北高校、川崎市立橘高校 など 

東京都 

＜私立＞ 
國學院久我山高校、帝京高校、東海大高輪台高校 
かえつ有明高校、多摩大目黒高校、東京高校 
東京実業高校、日体荏原高校、駿台学園高校 
大森学園高校など 
＜公立＞ 
都立駒場高校、都立つばさ総合高校 など 

その他 
聖光学園高校（福島県）、帝京第三高校（山梨県） 
大津高校（熊本県）、横河武蔵野FCユース など 
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進学先一覧 

鶴見ジュニアユース 
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個の育成 

鶴見ジュニアユース 
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横浜ＦＣ鶴見Ｊｙが目指す“１０”の選手像 

夢、目標をもった選手 
～自分の未来を大切にし、強い気持ちを持ち続ける 

自立した選手 
～自分で考え、判断し、責任をもって行動する～ 

傾聴できる選手 
～保護者、友人、コーチ、学校の先生の話を素直に聞き、受け止める～ 

話すことができる選手 
～自分の考えを伝え、要求する～ 

ハードワークできる選手 
～普段の生活からサッカーを意識する～ 

あきらめない選手 
～自分が苦しいときに逃げ出さず、粘り強く取り組む～ 

感謝できる選手 
～保護者に、仲間に、周りの人々に～ 

道具を大切にできる選手 
～自分の道具、他人の道具、チームの道具、練習会場の施設～ 

あいさつのできる選手 
～自分から、誰にでも、大きな声で、目を合わせて、心を込めて～ 

学校生活を大切にする選手 
～中学校での勉強、委員会、特別活動などに積極的に参加し、学校でもリーダーとなる～ 

鶴見ジュニアユース 
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横浜ＦＣ鶴見Ｊｙ 指導理念 

グループ戦術 

基本技術  個人戦術 

人間力 

鶴見ジュニアユース 
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横浜ＦＣ鶴見Ｊｙのプレーモデル 

ポゼッシングフットボール 
…ポゼッション＋プレッシング 
 
攻守において常に主導権を握り続け、ダイレクトプ
レー＆ポゼッションの融合した究極の攻撃スタイルを
目指す。 
ボールを奪われた瞬間（奪われそうなときに予測し）
から相手にプレスをかけ、素早く奪取する。 
 
 
 
 

鶴見ジュニアユース 
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横浜ＦＣ鶴見Ｊｙの一貫指導計画 

Ｕ－１３ 
・正しいフォームでの運動動作/perfect skillの獲得 
・認知→判断→実行のプロセスの確立 
・社会的エチケット。正しい中学校生活を送る。 

Ｕ－１４ 
・成長期の正しい動作と有酸素能力の向上/動いている中での技術習得 
・認知→判断→実行のプロセスのスピードup 
・自分の夢や進路を考える。学校活動でもリーダーに。 

Ｕ－１５ 
・大人のサッカーへの準備期間 
（個→グループへ/技術に限界はなし!!） 
・高校進学にむけて 
 

鶴見ジュニアユース 
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大会結果 

鶴見ジュニアユース 
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大会結果 

鶴見ジュニアユース 

２０１１年 
第26回 日本ｸﾗﾌﾞﾕ-ｽｻｯｶ-選手権（Ｕ－１５）大会神奈川県大会 …第３位 
第17回 関東クラブユースサッカー選手権（Ｕ－１５）大会      …ベスト１６ 
高円宮杯 第23回全日本ユース（Ｕ－１５）サッカー選手権大会神奈川県大会…準優勝                                                               
高円宮杯 第23回全日本ユース（Ｕ－１５） サッカー選手権関東大会…出場 
2010/2011 神奈川県（Ｕ－１５）サッカーリーグ トップリーグ…３位 

 

２０１２年 
第27回 日本ｸﾗﾌﾞﾕ-ｽｻｯｶ-選手権（Ｕ－１５）大会神奈川県大会 …ベスト８ 
第18回 関東クラブユースサッカー選手権（Ｕ－１５）大会      …出場 
高円宮杯 第24回全日本ユース（Ｕ－１５）サッカー選手権大会神奈川県大会…ベスト８                       
2011/2012 神奈川県（Ｕ－１５）サッカーリーグ トップリーグ…６位 

 

２０１３年 
第28回 日本ｸﾗﾌﾞﾕ-ｽｻｯｶ-選手権（Ｕ－１５）大会神奈川県大会 …ベスト８ 
第19回 関東クラブユースサッカー選手権（Ｕ－１５）大会      …出場 
高円宮杯 第25回全日本ユース（Ｕ－１５）サッカー選手権大会神奈川県大会…ベスト８ 
神奈川県（Ｕ－１３）サッカーリーグ 1st div …トップリーグ昇格                       
2012/2013 神奈川県（Ｕ－１５）サッカーリーグ トップリーグ…２位（１０月１２日現在） 
 
※これから関東リーグ参入戦出場権を懸けての天王山です（トップリーグ残り４試合） 
 もしよろしければ応援よろしくお願いします。 
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トレセン活動 

2013年9月現在 

 横浜ＦＣ鶴見ジュニアユースの選手たちは自チームでの活動のみならず、
トレセン活動においてもその実力を発揮し、活躍をしています。 

  神奈川県全体を10地域（横浜N,横浜S,川崎N,川崎S,中,県央,湘南,横須賀・三浦 

    相模原,県西）に分け、その上に神奈川県セントラルTCとなっています。 

   

神奈川県トレセン横浜N地区 

U15 ・・・7名   U14 ・・・5名  U13 ・・・5名 

鶴見ジュニアユース 
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週間練習スケジュール 

鶴見ジュニアユース 
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週間練習スケジュール 

U-13は、練習スケジュールに慣れるまで練習は早めに終了します。 

練習グラウンド及び練習時間帯は、グラウンド調整等により変更となることがあります。 

土曜日・日曜日の試合及び練習等の予定につきましては、原則前の月までにお知らせしますが、詳細に
ついてはその都度連絡します。 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 月 火 水 木 金 土 日 

U-15 休み 
 

練習 
19:00～21:00 

しんよこフットボー
ルパーク 

練習 
19:00～21:00 

鶴見中 

休み 

練習 
19:00～21:00 

川和高校or谷本公園 

鶴見中or市場中 

試合 
又は 

練習 

試合 
又は 

練習 

U-14 休み 
練習 

19:00～21:00 

しんよこフットボー
ルパーク 

練習 
19:00～21:00 

鶴見中 

休み 

練習 
19:00～21:00 

川和高校or谷本公園 

鶴見中or市場中 

試合 
又は 

練習 

試合 
又は 

練習 

U-13 休み 
練習 

19:00～21:00 

しんよこフットボー
ルパーク 

練習 
19:00～21:00 

鶴見中 

休み 
練習 

19:00～21:00 

川和高校or谷本公園
鶴見中or市場中  

試合 
又は 

練習 

試合 
又は 

練習 

鶴見ジュニアユース 



横浜ＦＣ鶴見ジュニアユース個人必要経費 

 年会費 １０，０００円 
 内訳：県ＣＪＹ連盟チーム登録費＆個人登録費、横浜ＦＣクラブメ

ンバー年会費、スポーツ傷害年間保険料など 
 

 月会費及び合宿積立金 １３，０００円 
 内訳：月会費 １０，０００円、合宿積立 ３，０００円（夏季合

宿用） 

 ※初回のみ、年会費及び月会費合計２３，０００円を４月５日に
郵便口座より引き落としさせていただきます。 

 ※月会費の支払いは、毎月５日に郵便口座より引き落としさせて
いただきます。 

 ※夏季合宿不足分及び春季合宿ほか遠征費は、別途徴収します。 
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セレクションについて 

鶴見ジュニアユース 



24 

１次セレクション 
日時：１０月２７日（日） 

１５：００～１７：００（受付１４：２０） 
１７：００～１９：００（受付１６：２０） 

 

２次セレクション 
日時：１１月４日（月・祝） 

１７：００～１９：００ （受付１６：２０） 
 

３次セレクション 
日時：１１月１１日（日） 

１７：００～１９：００ （受付１６：２０） 
※選考結果はハガキでお知らせします。 

鶴見ジュニアユース 

セレクション日程 
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応募方法 
①郵便（官製）はがき 
（宛先に自宅住所・本人氏名を記入）※結果通知書 
②セレクション申込用紙に必要事項を記入 
 
①、②を封筒に同入し、下記の宛先まで 
10月20日（日）必着でお送りください。 

 
〒230-0012 横浜市鶴見区下末吉1-28-13  
 「横浜FC鶴見ジュニアユース 新入団セレクション係」宛 
 
詳しくは横浜FC鶴見ジュニアユースHPをご覧ください。 

 
鶴見ジュニアユース 


