
Vol.014

2018.90.29

50歳を前にして、豊田市民リーグで対戦する相手は息子のような若者たちとなり、攻守の

スピードと持続力は、対抗心だけではカバーしきれない時がきていた。守備に追われて攻撃

できない試合が続き、否定する自分の気持ちとは別に、加齢を痛感する場面が多くなっていた。

大好きなサッカーを一日でも長く楽しくやろうと、近隣のサッカー仲間をさそって「豊田シニアフットボールクラブ」を立上げ、同時に西日本ＯＢサッカー連盟にも加盟した。

それから20年、古希を迎えました。円熟したシニアサッカーマンのみなさんと楽しい交流ができる幸せは、私のイキイキ人生の糧の一つとなり、日々充実したシニアライフ

を過ごしています。一日でも長くサッカー人生を楽しむために「チームの仲間のために走る・自分のために走る」をモットーに奮励努力して、いつも青春・いつまでも青春を

続け、生涯現役でシニアサッカーライフを楽しみたいと思います。

HIROSHI OUCHI

30 大 内 裕 司 R クラス



Vol.013

2017.10.05

１９９９年豊田SFC設立と同時に入会しました。

名古屋５００クロウズクラブ・浜松怪童クラブほか西日本地域のたくさんの方々とサッカーを通して

知り合いお付き合いをしていただき、この年まで元気にサッカーを楽しませてもらっています。

心より感謝しております。

９月には西日本OBサッカー連盟から元気で長生きのサッカー選手に贈られる「金パンツ」進呈の

連絡をいただきました。来年4月からその金パンツをはいて試合ができる日を楽しみにしている今日

この頃です。

生涯現役を目標に、日々体調の管理に気を配り元気に長生きしていつまでもサッカーを楽しみたいと思います。

これからもみんさまにお世話になります、よろしくお願いいたします。

NOBUO  MIYAKI

5 宮木信夫 SR クラス



Vol.012

2017.05.20

豊田シニアがスタートしメンバーに加えていただい

たのが51歳でした。

当時は70歳までサッカーができれば、80歳までゴル

フができ健康に過ごせるのではと思い、70歳までプ

レーすることが目標でした。

当初の目標も達成し、いよいよ今年度からロイヤル

クラスになりました。

27 小 原 正 R クラス

Obara Tadashi 

①豊田シニアの仲間と楽しくサッカーができること。

②健康に過ごせること。（10年目に脳梗塞になりましたが、ねんりんピック

出場を目標にリハビリし半年で復帰できました。）

③全国シニア大会、スポレク、ねんりんピックなどいろいろな大会や学のOB

戦、交流会などに行くことができ、昔の友達と再会したり、新しい友達がで

きたり、交流の場が広がったことです。通常は年と共に友人が減っていくこ

とが多いですが、サッカーのおかげで友人が増えていること。

最近は頓に体力低下を感じますが、今後は金パンツを目指して、いつまでもサッカー

を続けられるように、サルコぺニア（筋力低下）を克服し、仲間と一緒にサッカーを楽し

みたいと思います。

家康公記念杯
第10回スーパーシニアサッカー清水

2013.03.16-17

ねんりんピック 鹿児島大会

家康公記念杯
第10回スーパーシニアサッカー清水

2013.03.16-17

全国シ二アサッカー大会 2011.05



Vol.011

2017.03.21

66 川 井 純 一 V クラス

Kawai   Jyunichi

Vクラス小川さんの紹介で豊田シニアFCから湘南茅ヶ崎チームがご招待いただき豊田シニアFCの

皆さんのお仲間に入れてもらい神奈川県から仲間3人とお邪魔しています。

サッカーとの繋がりは、高校１年の３学期からでした。 たまたま、校内の学級別球技大会でサッ

カー部顧問の先生の目に留まり入部したのが始まりでした。それまではずっと野球少年でしたので

ボールの蹴り方が良く解らず苦労しました。

あれから53年、高校、大学、社会人、地域の少年サッカーのコーチ、シニアとその間途切れることな

く好きなサッカーを続けて来られました。

その間、ありがちな骨折を一回も経験することなく今日に至っているのは、自身の節制はさることなが

ら、奥さんの協力無くしては出来なかったものとつくづく思っています。面と向かって「ありがとう」の

言葉は発したことはありませんが「感謝」そのものです。

サッカーを通じて、全国に知り合いがこの年になってからも増えていくのは楽しく生き甲斐にも通じています。

遠征に出掛けたときのご当地グルメを始め地域地域の美味しいものを食する喜びがあります。サッカーを続けている事のこの上のない悦びのひとつ

でもあります。

来年は70雀の登録となります。あと何年サッカーが続けられるか分かりませんが、これからはもっと健康に留意し身体が動く限りサッカーを体現し

たいと思います。今が人生で最高に楽しい時・・・ これからも宜しく



Vol.010

2017.01.24

35 加 藤 泰 男 V クラス

KATOH   YASUO 

66歳までサッカーができるとは夢にも思っていませんでした。私がサッカーをやり始めたのは遅く高校生の時です。

出身の三重県松坂市はサッカー不毛の地で、小・中学校ではサッカーのサの字もなく、 今思うとなぜサッカーを始め

たのか分かりません。 やり足らなかったことをもっとやってみたいと思う気持ちがここまで長く続いた理由と思います。

これまで、サッカーの好きな先輩、指導者に出会い、職場でサッカーチームを作り、少年サッカーの監督、サッカー協

会の役員などずーっとサッカーに携わってきました。会社では 新入社員から定年まで、体力つくりを兼ねて社内の駅

伝大会に毎年参加し 昼休みのランニングを日課としてきました。お陰で技術はともかく気持ちと体力は元日本リーグ

の有名な選手の方々としかも環境の整ったグランド（天然芝、人工芝）で一緒にプレーできることを 幸せに感じていま

す。 これからもシニアサッカーを通じて、多くの人たちとの素敵な出会いのある楽しい人生を目指し、 何事にも「生涯

現役」を継続していきたいと考えています。



Vol.009

2016.12.19

170 内 原 誠 文 B クラス

UCHIHARA  MASAHUMI 

【シニアサッカーのきっかけ】

サッカーを始めたのは小学生の頃。まさかこの歳まで続けるとは思っていませんでしたが、近頃サッカー

熱は増すばかりで、サッカー抜きの生活は考えられません。社会人リーグでサッカー続けていましたが、

40歳を過ぎ諸先輩からシニアチームへのお誘いをいただきお仲間に入れていただきました。この歳になって

豊田シニアFCで楽しくサッカーでき感謝しております。

シニアメンバーのみなさんは、永年サッカーを続けているだけ あって心底サッカーを愛しているんだなと

感じます。グラウンドでの熱いプレーを見ると楽しくなってきます。

【これからの目標】

密かに全国大会に出場し優勝を目指しています。若いときには成し遂げられませんでしたが、まだまだ歳を重ね努力を続ければ全国大会出場は叶うと

強い気持ちが湧いてきます。

メンバーとの絆を大切にしたいと思います。同年代だけでなく、先輩の方々、会社の枠も超えサッカーで繋がる絆は特別なものだと思います。

“たかがサッカーされどサッカー” プレーの楽しさと全国大会出場の夢を追いかけ、生涯現役で頑張ろうと考えています。



Vol.008

2016.10.28

49 奥 村 昌 彦 V クラス

OKUMURA  MASAHIKO 

私がサッカーと出会ったのは小学5年生の時でした。都合でサッカーから何年も離れてい

た時期もありましたが、シニア世代に入り縁あって豊田SF Cに入会させていただきました。

今はサッカーができる喜びで充実した日々を過ごしています。

豊田SFCは対外試合や交流試合が大変多くあり、私の予定は毎週サッカーです。

チーム内は4 0歳の年齢幅がありながら誰もがサッカーを熱く語り合います。そんなこよな

くサッカーを愛する方々との出会いに、大変感謝しています。

近隣や遠方へ試合に出かけ、これまで多くのすばらしいサッカー仲間と出会うこともでき

ました。このような楽しいサッカーのある生活は、私の追い求めていた理想が叶いました。

対戦相手をリスペクトし、「何歳になってもボールを追い続ける」を目標に、日々精進して

いきたいと思います。今後とも、よろしくお願いします。



Vol.007

2016.09.28

55 小 山 裕 康 V クラス

KOYAMA  HIROYASU 

私の目標は3つ。クラブ発足時から参加させていただいています。

①心身のストレス解消と体力維持。

普段からジムへ行ったり、ジョギングしたりして、試合でも余りバテルことなく楽しくサッカーしており、

ストレス解消にはもってこいです。

②生涯楽しく遊ぶことのできる仲間を作る。

幅広い年齢層の方々と和気あいあいとお付き合いさせていただき、いつも皆さんには感謝しています。

③サッカーが上手くなる。

かつては昼休みにいつもミニサッカーをやり、常時ボールに触れており良かったのですが、今はその仲間も

時間も ありませんが、豊田シニアFCのメンバーと一緒にサッカーが上手くなりたい！



Vol.006

2016.08.16

小学４年生の時、仲の良い友達と入部しサッカーの魅力に出会い、今も

サッカーボールを追い続けています。

いつまでも楽しいサッカーを続けたいと思い、前のチームの仲間が入会し

ている豊田シニアFCに迷うことなく入会し、新しいサッカーのある生活環境

が始まりました。

シニアサッカーは、練習試合、公式戦どんな試合でも先輩諸氏、チムメイト、

さらには対戦相手からも多くの刺激を受け、毎回新しい発見と体験ができ、

この年齢になってもさらに上達したい意欲が湧いてくるサッカーの奥の深さ

を改めて感じています。

また、仕事以外の仲間との親交も深まり、試合の合間の雑談、遠征時の

宴会等試合とは別の盛り上がりも楽しんでいます。

これから先、怪我をせず体調管理をきちんとしてサッカーを続け、60代、

70代の全国シ二ア大会にも出場する目標を持って、サッカーボールを追い

続ける生活をしたいと考えています。

106 田 畑 達 郎 Ａクラス

TABATA  TATSUROU

2014年全国シニア50歳大会（北海道・帯広）で、ゴールした直後の映像。
JFA撮影



Vol.005

2016.07.20

サッカーボールを蹴り始めて、すでに半世紀を過ぎましたが、周りを見渡して みるとまだまだ

若い！とを感じつつ、楽しい、幸せな日々を送らさせて 頂いていることに感謝の気持ちで一杯で

す。

勤めていた場所が豊田市と言うこともあり、豊田シニアＦＣにお世話になり 長い年月が過ぎま

した。自分もクラブのモットーである「生涯現役」に こだわり、全国のサッカー仲間とは勿論の事、

サッカーとともに人生を歩んで 来られた皆さんと和気あいあいとボールを蹴る時が、これからの

豊かなシニアライフを楽しく一層満足感のあるものにしていきたいと思っています。

幸せなことに、豊田シニアのＢクラスと羅針盤倶楽部のＡクラスに教え子が プレーしており、年

老いても一緒にボールが蹴れる嬉しさを感じております。それが長く続き

「生涯現役」で過ごせる心身の鍛練と

豊かな心を持った人生のために、日々

精進して行きたいと考える今日この頃

です。

よろしくお願いいたします。

46 渡 辺 輝 久 Vクラス

WATANABE  TERUHISA

2015.10.19  ネンリンピック愛知県選抜



Vol.004

2016.06.06

いつのまにか豊田シニアサッカークラブ

の最年長（宮木さんと共に）になっていま

した。ここまでやってこられたのは豊田シ

ニアＦＣをはじめ、名古屋クローズクラブ、

浜松怪童クラブさん他たくさんのサッカー仲間の皆さんのお陰と感謝しております。

あと２年程で80歳になります。なんとか頑張って待望の金パンツを頂戴したいものだと思っています。75歳！いわ

ゆる後期高齢者の仲間入りした頃から急激に体力の衰えを感じました。思うようにプレーができず歯がゆい思いを

しております。しかし「年には勝てん」とあきらめるわけにはいきません。これからはガラッと発想を変え、体力に合

わせ年齢に応じたサッカーの技術・戦術の向上に努めたいと思います。

Shiji Tatsuo

10  志 治 達 雄
（クラブ代表）



シニアサッカーの良

いところは「生涯現役・親

睦第一・勝敗第二」である

と思っています。

Vol.003

2016.05.16

Takahashi Yasuhiro

11 高 橋 康 博（Ｒクラス幹事）

私がサッカ－をやり始めたのは中学校に入ってか

らです。兄がサッカーをやっていたからためらうこと

なく私もサッカーを選びました。

養成工としてトヨタ自動車のサッカー部に籍を置

いたのがきっかけで 今も楽しく皆さんと一緒にボー

ルを蹴らせていただいています。

豊田シニアFCには設立の時から入れていた

だきもうじき75 歳になろうとしていますが、今も元

気でいられる源はサッカーのおかげと

感謝しています。

皆さんと和気あいあいとやれ、長く続けることができることが楽しい

サッカーができる秘訣と思います。

生涯現役を目指す一人として次は80歳を目指してがんばりま

すのでよろしくお願いいたします。 豊田シニアＦＣ 高橋康博

サッカーは楽しい！



Kubo      mitsunobu

1 5 7 久 保 光 悦 40代幹事

Vol.002

2016.04.10

<シニアサッカーは楽しい>

サッカーは若い人がやるスポーツと思ってましたが、三島さんからシニアサッカーに誘って

いただき、自分より先輩の方々が元気にボールを追って走りまわる姿に感動しました。自分も

先輩の様になって生涯サッカーを続けたいと思い入部しました。

何と言ってもサッカー好きの人の集まり、好きじゃなければ出来ない、普段は紳士な人も試

合になると兎に角熱い、みんなサッカーが好きで負けたくない！ この想いに年齢は関係な

い。同じ想いを共有出来る仲間が作れるのは最高の財産です。

<将来の目標>

シニアサッカー、チームスローガンでもある生涯現役です。

豊田シニア最高齢プレーヤーを目指して自分が若い人達の目標になれれば最高です。

<サッカーをはじめた動機>

少年野球をしていて将来の夢はプロ野球選手に

なる事でしたが、中学の時、肘を壊し野球を断念

し高校からサッカーを始めました。

サッカーの魅力は、ボールを持った人が主役と

なり自分でベストと思ったプレーが出来

ボールを持っていない時も自分の動きでチームに

貢献出来る歓びを知りサッカーのとりこになりまし

た。



早いもので豊田シニアFCに入り早７年が経ち、年齢も今年で４９歳と５０歳の足音が直ぐそこ

まで聞こえて来ました。シニアでサッカーを始めて２回目のハットトリックを達成しました。其々

の試合の３点は満足のいく得点でした。

最近は年齢と共にスピードは落ちてきますが、日頃からちょっとしたトレーニングを積み重ねた

成果が体力を維持しています。

毎朝、体重計にのり年齢測定をしますが「36歳」と13歳も若くでて、ひとりニヤついています。

豊田シニアは非常に活動が多く、この時期はほぼ毎週土日サッカーをして楽しんでいます。これ

からも、サッカーを思いっきり楽しみながら、勝負には松木安太郎氏やラモス氏以上にトコトンこ

だわって行きたいと思います。

勝負はやるからには
どんな時でも絶対勝つ！！

Mishima Tsuguo

1 4 9 三 島 嗣 夫 40代幹事

Vol.001

2016.02.28
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