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編集委員会の結成

東海中部O60・O70交流会（豊田市柳川瀬公園サッカー場）終了後、近くの喫茶店でランチを食べながら佐賀代表代行が、来年創立20周年になり、会社の厚生施設で飲み

会（祝賀会）を計画しなければと相談を受けたのが2018年の秋でした。その後、佐賀さんは祝賀会の大綱をまとめながら、創立20周年祝賀会は・・・記念品

は・・・、記念誌は・・・と紆余曲折を経て大まかな案がまとまりました。年代ごとの代表幹事と会計担当が召集され、初回打合せの結果、会員をはじめ日頃ご交

流いただいているシニアサッカーの多くの人たちにも観ていただけるよう豊田シニアＦＣ20年の活動を写真で編纂しようということになりました。

1999年豊田シニアＦＣの創立から2014年までの紙焼きの写真記録をデータ化して、2015年から豊田シニアＦＣの活動を発信中のホームページにリンクしようと

するアイデアです。祝賀会の幹事役はその日から佐賀編集委員長をデスクとする編集委員として重要な仕事がプラスされました。

20年前からの活動の記録を残すために先輩諸氏、会員、交流チームの皆様から当時の貴重な大会パンフレット・写真等の資料をお借りすることから始まりました。編集委員は自

らのアルバムから写真を探し、先輩のご自宅までお伺いし資料をお借りした写真、資料を時系列に整理する作業が始まりました。

この20年で写真も大きな変化

20年前はフィルムを入れたカメラで撮影し、それを写真屋さんで印画紙に焼き付けてももらいアルバムに保存するという方法でしたので、フィルムは高価なもので、撮影を失敗す

ればフィルム費用が無駄になり、ピント合わせ、シャッターチャンスを逃さないよう気を使いながらの撮影の時代でした。探してもらった紙焼きの写真は、一枚一枚データー化しまし

た。今のような誰でもデジカメでスマホで撮影し、高画質な写真データをどこにでも送ることが出来き、保存も小さなＵＳＢに何百枚、何千枚と保管でき、プリントも小型で優秀なプリ

ンターで再現できる便利な時代になりました。その他いろいろな面で日常生活が便利に変わった時代でした。

編集委員の一人ひとりの熱意と協力の賜ものです

豊田シニアＦＣ創立当初は写真の数が少ないですが、其々の時点を思い出していただけるような写真集になりました。

何度もミーティングを繰り返しながらお借りした写真の大会名、時期、次にお借りした写真を使用後きちんと返却できるように写真の裏側にお借りした人の名前を記録するなど大

変な写真仕訳作業でしたが、 「写真で記録 豊田シニアフットボールクラブの20年の歩み」の編集作業は進みました。

これは編集委員の一人ひとりの熱意と協力の賜ものです。

20年の歩み写真集は、豊田シニアＦＣのＷｅｂサイトから観ていただいております。また豊田シニアFCの日頃の活動も西日本ＯＢサッカー連盟のWebサイト、

東海中部フェステバルのWebサイトにもリンクしていますので、下記のアドレスにアクセスしていただき、ご覧いただきますようご案内申し上げます。

ＵＲＬ 豊田シニアＦＣ http://www.findyou.jp/

西日本ＯＢサッカー連盟 http://www.west-japan-ob.jp/

東海中部シニアフェスティバル http://www.findyou.jp/toukaityubu%20top.html

編集長 佐 賀 昭 雄 企画・制作 兼 子 妻 雄

は じ め に

http://www.findyou.jp/
http://www.west-japan-ob.jp/
http://www.findyou.jp/toukaityubu%20top.html


豊田シニアFC創立20周年を迎えて

代表 志 治 達 雄

豊田シニアFC創立20周年を迎え、これまでクラブを支え運営に協力してくれた会員の皆様、豊田シニアFCを立ち上げ時からサッ

カー仲間として暖かく迎えていただきました名古屋500クローズ様、浜松怪童クラブ様、ご交流を続けていただいておりますクラブの

皆様には心から感謝申しあげます。

豊田市、豊田市サッカー協会様等には施設環境整備も意欲的に推進していただき、整備された安全な施設でプレーさせていただ

いており心中からお礼申しあげます。

思い起こせば平成10年はスポーツ界では明るい話題が多くありました。

サッカー界は、FIFAワールドカップフランス大会が開催され日本が初出場しました。

その時、歩みもおぼつかなかった幼児が20年の年を経て世界のレベルで活躍する時代になりまし

た。また、冬季長野オリンピックでは日本勢が活躍、高校野球は横浜高校の松坂投手の活躍でス

ポーツ人気も上昇し、盛んになった各種スポーツ少年の育成、スポーツのTV中継等が日常生活の

中に再び認知され始めた時期でした。

一方、日本は世界一の長寿国で高齢化社会を迎えようとする生活環境が始まり、高齢者がいつ

までも健康で長寿を喜び、生き生きと活動できる社会づくりをテーマに、ふれあいと活力のある

長寿社会づくりをめざした「第11回全国健康福祉祭愛知・名古屋ねんりんピック1998」にサッ

カー競技が加えられたのを機に、翌1999年豊田シニアFCを創立いたしました。

近年、緑のピッチで喜々としてサッカーボールを追っているシニア、高齢者プレイヤーの姿を多く見かけるようになりました。サッ

カーが若者だけでなくシ二ア、高齢者にも身近にゲームを楽しむ環境になってきたことは嬉しい限りです。

シニアサッカーのモットーは「生涯現役」と「友好」です。日頃の健康があっての生涯現役です。友好あってのサッカーです。この先

も心身の健康とケガをしないよう十分留意してサッカーを楽しむ交流の輪を広げ、シニアサッカーライフを充実していきましょう。

豊田シニアFCは、いつまでもサッカーを通じて多くの出会いと交流があり笑顔あふれるクラブでありたいと思います。

1989第11回愛知・名古屋
ねんりんピック



第11回愛知・名古屋ねんりんピック1989



祝 辞

平成31年3月吉日

名古屋 5 0 0クロウズクラブ

会長 松 原 功

豊田シニアフットボールクラブ創立 2 0周年おめでとうございます。

会員一同心からお祝い申しあげます。

貴クラブの創立以来、交流会での試合、大会出場時の混成チームの編成等

いつも仲良くお付き合いいただきシニアサッカーを満喫し充実したセカンド

ライフを楽しむことができ、心から感謝いたしております。

また、 2 0年の間には、シニアサッカーの運営は多くの課題に直面しました。その時心強い良きパートナー

としてご尽力いただいてきました。これからも愛知・東海地区のシニアサッカー発展に大きな力を発揮され

ご活躍されることを祈念しております。

豊田シニアフットボールクラブの会員の皆さん、これからも「生涯現役・親睦第一・勝敗第二」をキ―ワ

ードにサッカーを愛し親しみ充実したサッカー人生を過ごしていただきたいと思います。豊田市と名古屋市

のスープの冷めない距離のクラブとして末永いお付き合いを願いし、お祝いのご挨拶といたします。

http://www7b.biglobe.ne.jp/%7Enagoya500/index.html
http://www7b.biglobe.ne.jp/%7Enagoya500/index.html


豊田シニアフットボールクラブさん、創部20周年＂おめでとうございます＂心よりお喜び申し上げます。

豊田シニアFCさんと知り合った初めの頃は豊田シニアFCさんの方なのか？名古屋500クロウズさんの方な

なのか？刈谷アゴーズさんの方なのか？ごちゃごちゃで区別がつきませんでしたが、すぐにとんでもないチー

ムだということがわかりました。それは監督の志治さんを中心に日本リーグ時代の選手を母体に編成した統率

のとれた最強のチームだとわかりました。志治さんの指示ですぐ一つになる鉄壁なチーム力を、我が怪童クラ

ブは豊田さんのアップの仕方から試合の運び方までいろいろ勉強させてもらいました。

そして忘れもしないあの岡山美作での第11回全国シニアサッカー (60歳以上 )での決勝戦です。怪童クラブ

は浜松市がたまたま政令指定都市になった2007年第20回ねんりんピック茨城大会から単独で行けるようにな

り、2009年第10回全国シニア (60歳以上 )サッカー大会から前年の静岡県シニアリーグの優勝チームが県代表

として単独で行けるようになりました。よしそれならみんなで必死に練習をしよう！頑張れば日本１になれるぞ！と猛練習が始まりました。

週2回の練習会で、体力と気力を充実させました。第10回全国シニア (60歳以上）大会は予選で東京に1-0で負け決勝トーナメントには残れませんでし

たが、第11回全国シニア (60歳以上）大会は順当に勝ち進み、決勝戦の対戦相手は強敵愛知県選抜チームでした。

試合の流れは怪童の６ :４で押し気味でしたが、何故か右サイドにいつも仲良しにしている一人が残っており、得意の左足で右45度、40ｍの強烈な

シュートがバーを叩き、真下に落ちたボールを押し込まれました。そしてタイムアップ寸前でやっと1-1に追いつきPK戦へ。

そのPK戦でも神様は相手の味方でした。愛知県が２人連続で外して怪童クラブは最後の5人目が入れれば晴れの日本一 !ところがなんと現実は5人目

６人目７人目と3人が連続して外し日本一がツルンと愛知県に行ってしまいました。

そんな懐かしい悔しい思い出が昨日の事のように蘇ってきます。その後も良きにつけ悪しきにつけ豊田さんとは一番の友であり一番のライバルである

関係は今もなお続いています。豊田市柳川瀬公園グランドでの月２回の交流会も８年間も続いており、世代が変わっても両チームの交流は脈々と続い

ていくことでしょう。

豊田シニアフットボールクラブさんのますますのご活躍をお祈りしてお祝いの言葉とさせていただきます。

平成31年3月吉日

浜松怪童クラブ

事務局長 鈴木 南海雄

お祝いの言葉



画 家 山 城 睦



編集 佐 賀 昭 雄



豊田シニアＦＣの２０年を振り返る

「豊田シニアフットボールクラブ（豊田シニアＦＣ）」設立の背景

◆1972年（昭和47年）トヨタ自動車サッカー部OBは、まだまだサッカーをやりたいとの思いから「トヨタ蹴友」を結成して

豊田市市民リーグで楽しんでいました。

数年間は1部リーグのトップを維持しましたが、メンバーの多くが４０歳を迎えた頃から寄る年波には勝てず2部・3部へ

と転落の一途をたどりました。

19９8年（平成10年）26年間楽しんだ豊田市民リーグを断念し、新たな活動の場を同世代の人たちとサッカーが楽しめる

設立20年余の歴史ある西日本OBサッカー連盟（西日本OB連盟）に活動の場を移すことにしました。

◆翌1999年（平成11年）、広くサッカーを愛する仲間と一緒に楽しむために、名称を「豊田シニアフットボールクラブ（豊

田シニアFC）」 とし、市内・近隣地域のみなさんに呼び掛け、90名 (O70:2名、60:５名、O50:29名、O40:54名）の応

募があり、新チームが誕生しました。

シニアサッカーのスタート

◆1999年4月西日本OB連盟に登録しました。初陣は5/8西日本OB連盟：全域・滋賀・守山大会にAクラスで参加しましたが、

当時はまだ、Rクラスの大会はなく、A・V・Rクラス混成のチームでした。

活動拠点は主に豊田市運動公園陸上競技場と球技場で、当時は土のグラウンドが殆どで天然芝のピッチでゲームができる

ことも大きな魅力でした。立ち上げと同時に近隣の名古屋５００ＣＣさん、浜松怪童さんとの定期交流戦が始まり、その後

お互いに招待しあいフレンドリーな交流が今も続いています。

◆また創立記念試合として東海４県や関西地域のチームに交流試合をお願いしたり、各地域で開催されている大会への参加の

お誘いをいただきシニアサッカー仲間との交流の輪が大きく広がりました。

◆地域交流の一環としては、今年で５回目を迎えた「キッズとシニア交流会」を、浜松怪童クラブさん・名古屋５００CCさん

と開催しています。孫と同じ年代のキッズと楽しい一日を過ごしたお礼として、サンタさんからＸ‘マスプレゼントがあり大

好評です。



「シニアサッカーと豊田シニアFCのつながり」

― 豊田シニアFC創設時はシニアの幕開けと重なり各カテゴリーが恵まれた環境での２０年でした ―

◆設立前年（1998年）にネンリンピック愛知大会からサッカーが正式種目になり、60歳からもサッカーできる

希望が拓けました。

◆設立翌年（2000年）日本サッカー協会（JFA）がシニア種が新設されシニア登録が始まりました。

・2000年マスターズO40大会スタート。 （2013年から「全国シニア４０大会」

・2001年全国シニアO60／70大会スタート。（O60が2011年からチャンピオン大会に）

・2002年全国シニアO50大会スタート。

◆その後地域協会・地区協会でシニアクラスの活性化が盛んに展開されました。

東海サッカー協会

・2008年 東海リーグがスタート （2019年 役目を終えて終了）

・2014年 東海シニア交流会がスタート （O60／O70／O75）

愛知県サッカー協会

・2015年 県O40リーグがスタート

・2016年 県５０リーグがスタート

・2016年 県５０リーグがスタート

◆１９９５年には西日本OBサッカー連盟が創立20年余を迎えられ、O40・O50・に加えO60クラスが設けられ一段と

充実されました。

この20年間で各地域団体等の大会が盛んになり、身の回りにはたくさんの大会が開催され嬉しいシニアサッカー環境

があふれています。

◆海外との親善試合もはじまりました。

・2001年1月豊田市と姉妹都市の英国ダービーシャー県へ、豊田市民友好使節団（サッカー）として訪問しました。

・2001年6月韓国で開催された日韓WC開催地大会参加。その後2008年5月（10周年記念）・2012年6月と３度韓

国に遠征し「ソウルFC」等との親善試合をしました。

・2018年4月には米国の「ジョージア・ユナイテッド」を迎え五ケ丘公園で親善試合行いました。

・近年はタイ大会、ハワイ親善大会に「WEST-JAPAN」としての参加案内も届くようになり、参加希望者による海

外遠征の機会も増え、海外交流が身近なものとなりました。



シニアサッカーと
豊田シニアＦＣの

つながり

JFA 東海サッカー協会
2008年 東海シニアO60リーグ

2011年 東海シニア交流会 （O60・O70)
2014年 東海サッカー協会と西日本OBサッカー連盟 共催

（東海中部フェスティバル・交流会）O60/O70/O75

地区協会（愛知県） ＊2015年４０リーグスタート
2016年O50リーグスタート

2017年O60リーグスタート

★2000年 JFA シニア新設（登録開始）

＠2000年 マスターズ（40歳以上） ➡ 2012年から 35歳以上に
➡ 2013年から 全国シニアO40に

＠2001年 全国シニア O60／O70大会スタート
O60：2011年からチャンピオン大会に（初代チャンピオンになる）

O70：2020年からチャンピオン大会に
＠200２年 全国シニアO50大会スタート （初代チャンピオンとなる）

2020年1970年 1980年 2010年2000年1990年

1999年
豊田シニアＦＣ創立

★1974年 西日本ＯＢサッカー連盟発足
連盟本部開催大会 ➡ ◎全域大会O50/O60／O70 ◎75堺JーG大会

◎加賀大会 ◎福井大会 ◎O80堺J－G大会
連盟地域大会 ➡ 中部地域 ◎四日市大会

◎岐阜大会 ◎豊田大会 ◎静岡エコパ大会（O40／Ò５０／O60／O70／O75）

★1988年 全国スポレク祭 （文部科学省）▼2011年終了

★1988年 ねんりんピック （厚生労働省）

▲1998年 愛知大会からサッカー種目追加される

＜現在も継続して参加している大会＞ ◎刈谷スーパーエイジ大会 ◎菅平ダイヤモンドエイジ ◎大阪FC大会 ◎清水スパー家康公杯
◎藤枝草サッカー ◎静岡県シニアスパーサッカー大会 ◎島田大会

編集 佐 賀 昭 雄



豊田シニアＦＣのカテゴリー成立年次

・1999年 O４０・O50クラスでスタート。

・2003年 O60クラスの成立。（5年後）

・2015年 O70クラス成立。（17年後） 以前は名古屋５００CCで活動

・2018年 O70クラス 「三河ロイヤル」を新設をして三河地区のO70以上も一緒に活動する事になりました。

・O75クラスについてはO75以上が成立するまで名古屋５００CCで活動することに。

20年を迎え各カテゴリーごとにサッカーを楽しむスタイルは異なってきており、将来を考える節目でもある。

記：佐 賀 昭 雄

カテゴリー成立年次 （単位：名）

１９９９年 ２００３年 ２０１５年 ２０１９年

75歳以上（SR） １ ２ ５ ６

７０～７４歳（R） １ ０ ９ ２０

６０～６９歳（V） ５ １７ ４１ ３４

５０～５９歳（A） ２９ ４２ ３３ ２７

４０～４９歳（B） ５４ ３６ ２２ ２４

合計 ９０ ９７ １１０ １１１





20周年を迎えて

O80   宮 木 信 夫

１９９９年豊田SF C設立と同時に入会しました 。

豊田シニアＦＣのメンバーのみなさん、名古屋５００クロウズクラブ、浜松怪童

クラブさん他、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。

また、昨年９月に西日本OBサッカー連盟から、元気で長生きのサッカー選手に贈

られる金パンツをいただき、早速１０月に行われたOB連盟主催の全域O80 J- G堺大

会に参加しました。

関東・関西・九州地域の皆さんとの試合、夜には懇親会と楽しい思い出が出来ました。

歳を重ねて金パンツをはいてサッカーができることは嬉しいことで、試合のある日

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。

これからもみなさんにお世話になります、よろしくお願いいたします。

創立
創立２０周年記念寄稿



豊田シニアFCの仲間に感謝

2 0 1 9年3月吉日

澁 谷 浩 平

私は2 0 0 2年（H14 ）から豊田スタジアムに勤務する事になり、豊田シニアFCとの関わり

が密になりました。当時の練習や試合のグラウンドは豊田市運動公園球技場や陸上競技場等々

比較的恵まれていましたが、やはり豊田スタジアムのピッチでボール蹴りたい、そして大会を

行う事が夢でした。

2 0 0 7年（H19 ）故伊東守さん寿パンツ贈呈記念交歓試合を「豊田シニアFC 」と「名古屋

5 0 0CC」で行うなど、スタジアムの利用計画を見ながらシニア利用のお手伝いをさせていた

だいたことが思い出されます。

ネンリンピックの思い出としては 1 9 9 8年（H10 ）に愛知県で開催され、サッカーは豊田市

運動公園で行われましたが残念ながらその時は出場資格年齢に達していませんでしたが、資格

年齢に達した2 0 0 0年（H12 ）第 1 3回ネンリンピック大阪大会から2 0 0 6年（H18 ）第 1 9回

ネンリンピック 静岡大会まで連続７回も出場させてもらったことが印象深く当時の仲間に感謝しています。

特に2 0 0 1年（H13 ）のネンリンピック広島大会では大学時代の先輩・後輩と再会し歓迎されたこと、又2 0 0 2年（H14 ）ネンリンピック

福島JV大会でプレーできたこと、施設面でも豊田スタジアムに勤務していた自分にとっては

勉強になりました。

その他、豊田シニアF C Vクラス単独で福井テクノポート大会にも参加し交流を深める等々、数々の思い出を作るこ

とができ仲間の皆様に感謝、感謝です。

豊田シニアFCの皆様、これからも一層輝いていただく事と同時にクラブの発展を心からお祈りいたします。

創立２０周年記念寄稿



20周年を迎えて

O70 小 原 正

豊田シニアFCのスタートと我がサッカーライフの再スタートした充実した20年

20年前に豊田シニアFCがスタートした時は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。

シニアサッカーを始める前は土のグランドでサッカーをするのが当たり前でしたが、シニアサッカーは豊田市

運動公園などどこのグランドも天然芝や人工芝のグランドで楽しくプレーしたことを思い出します。

また、豊田シニアFCを中心とした愛知選抜チームは大変強く、50代と60代で全国シニア大会に優勝し、今ま

でにない経験をさせてもらいました。また、スポレクやねんりんピックなどに何回も出場でき、全国にいる古い

友人に会えたのも良き思い出です。

サッカーのおかげで健康を取り戻し、多くの仲間が増えた

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

でサッカーができるようになりました。豊田シニアFCの仲間と楽しくサッカーが

でき健康に過ごせること、全国シニア、スポレク、ねんりんピックなどいろいろ

な大会や大学OB戦などに行き、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です。

紫パンツを目指して

当初の目標も達成し、すでに71歳になり今はロイヤルクラスでプレーしています。最近は頓に体力の低下を感

じますが80代の金パンツ、いやできれば85歳以上の紫パンツを目指して、サルコペニア (筋力低下 )を克服し、

いつまでも豊田シニアFCの仲間、全国にいる仲間とも一緒にサッカーを楽しみたいと思います。

創立２０周年記念寄稿



豊田シニア20周年の思い

Ｖクラス幹事 加 藤 泰 男

１９９８年（Ｈ１０）「第１１回ねんりんピック愛知１９９８」で初めての「Ｏ－６０サッカーの部」がここ豊田市で開催されました。シニアサッ

カーを意識したのが、豊田市の運動公園に芝生のサッカーコート３面（１面は野球場の外野の芝生）を準備し、きれいに整備された芝生

のグランドで、我々よりもはるかに年を重ねた選手の皆さんが、はつらつとした動きでボールを追いかけて、サッカーをプレーしている。

その姿をまじかに見て、自分が同じ年代になった時でもできるだろうかと思った時である。

その翌年、豊田市でもシニアサッカーを立ち上げる話があり、迷わず入会しました。

母体の西日本ＯＢサッカー連盟では同じ年代でチームを創り（４０代、５０代、６0代）

それぞれパンツの色（４０－黄、５０－橙、６０－赤、７０－銀、８０－金）でクラス

分けし、それぞれのクラスの中で試合を行う仕組みでした。スライディング、激しいチ

ャージ禁止、とシニアにふさわしいルールがあり、楽しめそうな気がしました。

４８歳の私は黄色パンツからのスタートです。年に数回他都市へ大会に出かけ（三重四

日市、岐阜大垣、信州大町、福井、名古屋など）、他都市とのサッカー交流、チーム内

の親睦を兼ねながらサッカーを楽しむことが出来ました。

その後、５０代で腹部大動脈瘤手術、６０代で前十時靭帯再生手術と２度のアクシデ

ントがありましたが、現在は問題なくサッカープレーができ楽しめています。６０代に

なると時間の余裕もでき、更に遠くまで大会に出かけて行ける機会（海外も含めて）も

増えました。

これまでサッカーを続けられているのは家族の協力クラブ幹事の皆様のご尽力のおかげです。

現在、最初にシニアサッカーを意識させてもらった方の年齢を超えており、これから７０代、８０代になってもサッカーを続けられるよう

日々トレーニングを行っていき「生涯現役」をもっとうに長くサッカーを続けたいと思っています。

豊田シニアＦＣの未来は現在の４０代、５０代が諸先輩の行動を見習い、参考にしていけば明るく開けていけると思います。

４０代、５０代の選手の皆さんこれからもよろしくお願いします。



創立20周年に寄せて

O50 田畑 達郎

O40・O50・・・そしてその先へ

豊田シニアFCに初めて参加したのは、約15年前の40代半ばの頃でした。

昔の仲間がすでに活動しており迷わず加入しました。その頃はチーム数も少なく名古

屋クロウズとの定期戦、年に数回の県外遠征、そして紅白試合が主な活動の場でした。

シニアの試合は、若い頃の体力を生かした試合運びとは違い正確なボールコントロ

ールや的確なポジショニングなどが当たり前のことがいかに大切であるかということ

でした。レベルの高い先輩方と一緒にプレーすることで、この年齢でも技術は伸びて

いくものだと実感しました。

創立10周年記念の韓国遠征では、40代で唯一参加しました。元韓国代表や芸能人も

名を連ねるロイヤルFCは非常に手強い相手でした。海外でサッカーができるとは夢に

も思わなかったので、大韓ナショナルトレセンのピッチで試合ができたことは、とて

も印象に残っています。

50代では、豊田シニアFCの先輩方とともに県選抜に選んでいただきました。

ベースとなる戦術は同じであったので、すぐに馴染むことができ厳しくも楽しいチームでした。いつもは対戦相手の方々とも同じチー

ムメイトとして、栃木・岡山・北海道などに遠征し楽しい思い出として残っています。

ここ数年、県内のシニアチーム数も増加し県リーグが始まりました。第１回から参加していますが、月２～３試合あるので、サッ

カー中心の充実した生活を送ることができています。試合の勝ち負けは別にして、チームメイトや相手チームの方々との会話も楽し

みの一つです。最近は少し体力の衰えを感じつつ試合に臨んでいますが、１年を通して試合が続けられるのでとても嬉しくサッカー

ライフを楽しんでいます。

今年からいよいよ60代のリーグにも参加できるようになります。諸先輩方に迷惑をかけないように日々精進して頑張っていきたい

と思います。この先、70代、80代でもボールが蹴れることを自ら願っています。

創立２０周年記念寄稿



B166 野牧雅史

人付き合いが苦手な私ですが、社会人になってからサッカーを始め、

サッカーで多くの人と知り合うことが出来、多くの仲間ができました。

サッカープレーの面白さも分かってきて練習に試合に楽しいライフワークです。

これからもサッカーを長く続け、心身健康維持のため、サッカー仲間と付き合いを続けて行きたいと思って

います。

B170 内原誠文

20周年おめでとうございます。

豊田シニアに入ってサッカーを愛する先輩方、仲間たちと一緒にプレーすることが

でき大変嬉しく思います。

これからも精進して健康維持を忘れず、夢を追いかけて皆さんと生涯現役に拘って

頑張ります！豊田シニアFCを盛り上げ我が人生も勢いのある生涯にしていきたいと

思います。

B178 水野匡泰

20周年誠におめでとうございます。心からお祝い申し上げます。

生涯、サッカーが出来る環境を与えて下さった豊田シニアFCに感謝申し上げます。

試合での真剣勝負の緊張感や醍醐味は日頃のストレスを解消してくれ、素晴らしい経験をさせて頂いてます。

これからも、今のメンバーの方々とやっていければ幸いです。

今後とも、宜しくお願い申し上げます。

B182 真野幸雄

20周年おめでとうございます。

いくつになってもひとつのボールを一緒に追いかけ、共に勝利の喜びを味わったら、サッカーをやめることなど考えられ

創立２０周年記念寄稿



B 吉永 誠

2013年1月から3年間、仕事の都合でブラジルに住みました。

3年の任期を終え、日本に帰って来ました。また、サッカーをやりたいなと思い、昔のチームの先輩の紹介で

豊田シニアFC（O40）に入れていただきました。これからも、40代・50代・60・・・と年を重ねながら、それぞれの年令に応じた

サッカーを楽しみ、良い仲間・良い先輩・後輩を増やせていけたら良いなと思います。

今後ともよろしくお願いします。

少しブラジルでのサッカーライフを紹介します。ちょうどワールドカップ・ブラジル大会があったのと工場の竣工があり、身近

に本場のサッカーがあり、やりがいのあるブラジル滞在生活でした。

でも、日本からとても遠い国なので楽しみ半分、不安半分の生活でしたが、サッカーが

不安を払拭してくれました。

ブラジルでは、少しお金がある人の住むアパートは高い柵の中にあり、フットサルで

きる程度のコートがありました。アパートで息子とボールを蹴り合いこしていると、住

民の子供や大人がだんだん増えてきて、気が付いたら試合が始まります。試合はいつも

白熱し言い合いになったりお互い強く当たりすぎて痛んだり、負けず嫌いの真剣勝負となっていきます。

アパートの近くに、若い頃、セレソンの10番だ

ったリベリーノさんが作ったサッカークラブがあ

り息子が通っていました。4面くらいのソサイチ

コート（ソサイチコートとは南米発祥の7人制サッカーの

コート ）があり、だいたい2面くらいは40-60歳

位の伯父さんからお爺さんまでがコートに入って

試合をしています。大半はドップリしたお腹をし

ていますが、ボールを止めてズラしてパスを出し

たり、一瞬だけ縦にドリブルで抜いてシュートし

たり、ほとんど走ってないのに見ても足技は上手く面白いです。

創立２０周年記念寄稿前ページから

次ページへ



結構、歳を取っても、出来るものなんだなァーと感心させられました。

もう一つ印象的だったのは、ソサイチコートもあります。誰でも何処からでもシュートを打ち、または打とうとします。自陣

では気が抜けるくらい、ゆったりとボールを回します。でも相手陣地に入るとスピードが増しそこからは皆ゴールを狙って

シュートします。日本では展開、センタリングやつなぐことを重視し、それを楽しみがちですが、ブラジルではゴールを奪い

合うこと、ゲームに勝つことを楽しんでいる感じでした。

ゴールが入ると盛り上がり！勝つと絶叫し！負けると絶望的に落ち込む。ブラジルワールドカップでドイツに大敗した次

の日の現地の新聞は、表紙一面が全部真っ黒でした。

週末は、日本からの出向員でサッカーやりたい仲間が集まり紅白戦等をし、たまにブラジル人のチームと試合をしたり

試合後にバーベキューをしたり、サッカーを通じて色々な仲間ができました。

豊田シニアFCでも年齢に応じたサッカーを楽しんでいきたいと思います。

今後ともよろしくお願いします。

前ページから



「私とシニアサッカー」

O70 田 中 貞 男

あと何年グラウンドに立ちボールを蹴れるだろうか？ この頃、こんなことを良く

考えることがあります。

サッカー選手を続けるには自分の健康だけではできません。家族、仲間他の支えが

あり、フェアーな対戦相手があって初めて成り立っているのだと感謝しています。

最近、周りにも加齢により健康を損なってしまった人、試合中ケガをした人、家庭

の事情で練習・試合に参加したくても思うようにならない蹴友が増えてきました。

心身の健康維持、若々しい筋力のための日々の練習等、今やれる事を精一杯努力し

て、これからも楽しくサッカー仲間とナイスシュート・ナイスパス・ゴ～ルとサッカー

を楽しみたいと思います。

今日もトレーニング・ストレッチ！練習・試合の仕上げに仲間と味わうビール！は美味しい。

創立２０周年記念寄稿



創立20周年を振り返って

O70 高 橋 康 博

豊田シニアが発足して早いものでもう20年になるのですね。

創立時、自分の気持ちのおもむくまま入部したいと決めました。

誰に誘われたのか覚えていませんが、大変楽しいシニアサッカーライフの日々です。

最初の試合は、井澤さんが監督されていた国体女子との交流試合だったように記

憶しています。そのチームは若さ・技術・走りの三拍子揃ったチームでした。我が

チームは試合時間いっぱい奔走された思い出のデビュ－戦だったように思い起こさ

れます。

今も一番忘れられない苦い経験の試合を思い出します。

これは試合の勝ち負けではありません。福井大会で岐阜チームとの試合で、私と接

触した選手はそのまま救急車で病院に運ばれてしまいました。（後に当時の辻会長を通してお見舞いさせてい

ただきました。）一方私は大丈夫と思っていたのですが、本部の方が「病院に行った方が良い」ということで、

私も救急車に乗せられ病院に搬送されました。救急車に乗せられたのは初めての経験でした。

幸い、特に問題ない診察結果でしたが、その時健康保険証を持参していませんでしたので、健康保険証は常

に持参していないといけないと痛感しました。それ以来、柳川瀬や北広場で練習を行う時、試合の時も常に持

参しています。

試合はいつも楽しく、創立10周年の韓国親善記念試合や四日市ドームの硬い人工芝での試合後湯の山での親

睦会他、全国の蹴友と互いの健康を心配したり心配してもらって楽しいセカンドライフを楽しんでいます。

10年ひと昔と言いますがもはや20年ふた昔を過ごしました。この先、心身の健康維持に注意し『親睦第一・

勝敗第二・生涯現役』を教訓に、いつまでも楽しくシニアサッカー選手を続けたいなと思う今日この頃です。

創立２０周年記念寄稿



豊田シニアFC20周年に寄せて

O60 田中 泰

今年7月で69歳。この歳までサッカーを続けていることを、18歳の時、私は全く想像も

できなかった。大学１年の年末、サッカー部のOB会で、先輩から50歳まで続けてきたと

聞いたとき、「なんて凄いんだ自分は無理だろうか？」と思った。でもその時は「何とか

50歳までは私も続けたいものだ」と漠然と思っていたことを思い出します。

会社に入って、大学の先輩に誘われ、豊田市民リーグの「豊和クラブ」に入会、同期入

社のメンバーと同好会を作ったり、昼休みのフットサルやサッカーを楽しんできました。

市民リーグが私のサッカーの中心だった。年齢が進むにつれ若い選手との体力の差を感

じ始めやっぱり50歳でサッカーとはお別れかな・・・と思っていた丁度そのタイミングで、

豊田シニアFCを発足するという話を聞き、迷うことなく豊和クラブの後輩数名と参加を表明しました。その時47歳

の春だったと思います。

豊田シニアFCが加入しているパンツの年代別色分けと「生涯現役・親睦第一・勝敗第二」の西日本サッカーＯＢ

連盟の運営は本当に素晴らしいと思います。以来、私のパンツは黄色、橙、赤と色は変わり、いよいよ来年は確実

に銀色のパンツに変わります。何より楽しく嬉しいのは、素晴らしい先輩、同輩、後輩と大好きなサッカーをやる

環境が目の前にあるという事です。豊田シニア20周年を迎え、加入以来こ

うして心置きなくサッカーを続けて来られたのは、これまでにクラブの運

営に当たってこられた方々のご尽力していただいたお陰と心から感謝して

います。

金パンツ、紫パンツを目指して、可能な限り長くサッカーを続けたいと

思っています。今後ともよろしくお願いします。

私の座右の銘は「継続は力なり」「一生懸命」です。

生涯現役を継続するため一生懸命健康維持に努めたいと思います。

創立２０周年記念寄稿



豊田SFC創立当時の思い出

O70 原口 昇

先日、豊田市から「豊田市ダービーシャー少年サッカー派遣事業帰国報告書」なるものが送られてきました。それで、

懐かしい思い出が蘇ってきました。

２００１年の１月に、「大人」のサッカー使節団として私もダービーシャーを訪問しているからです。男女合わせて

総勢25名のうち十数名が、設立間もない豊田シニアFCの仲間でした。当然ながら、親善試合はこのメンバー

が中心となって行われ、ほとんどが今でも仲良く・・？一緒にプレーをしています。

ところで、クラブ創設の1999年当時、西日本OBサッカー連盟のクラスにロ

イヤルクラスはなく、60歳以上は全てVクラスでした。

当クラブとして臨んだ初の大会だと思いますが、同年５月の西日本OBサッカー

連盟・滋賀守山大会のパンフレットを見てみると、豊田シニアＦＣは81歳や

75歳の方がAクラスで参加しておられます。

このお二人以外はずっと若返って現会長の志治さんが60歳で登録されています。

それ程、高齢者のサッカー人口は少なかったのです。

しかし、今はロイヤルの年長クラスのスーパーロイヤルまであり、隔週水曜日

に開催している東海中部ロイヤル交流会は70歳以上のチーム同士でゲ

ームを楽しんでおられ、すこぶるお元気で隔世の感があります。

これまでシニアサッカー組織を築き上げてこられたクラブの歴代役員の方々のご尽力に感謝申し上げる次

第です。

また、もう一つ忘れられないのが、２００２年日韓ワールドカップ成功祈願として韓国サッカー協会から

招待された「ワールドカップ開催地親善シニアサッカー交流大会」です。これは、ダービーシャーに行った

半年後の２００１年６月行われ、愛知県から豊田シニアＦＣのメンバーで参加しました。日本からは他に

創立２０周年記念寄稿
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日本からは他に新潟、横浜、大阪、神戸の計５チームが参加し、ソウル市をはじめ韓国のワールドカップ開

催地の５会場で、それぞれのブロック大会が６月３０日に行われました。

私たちは蔚山会場で、韓国南部地区代表の3チームを相手に２勝１敗の成績でしたが運良く優勝することが

でき ました。因みに５会場で日本チームが優勝したのは豊田だけでした。このことがきっかけでこの後、ソ

ウルの名門クラブであるロイヤルFCとの交流が始まりました。

私たちの年代で忘れられないのは、２００２年１１月熊本県で開催された、第１回Ｏ-５０ 全国シ二ア優勝

と２０１１年５月岡山県で行われた、これも第１回Ｏ-６０全国シニア優勝です。Ｏ-７０の全国大会の早期開

催を望む今日この頃です。

前ページから



老いてなお楽し蹴球団

2019.2 .18

刈谷アゴーズ 東岡達郎

豊田SFC創立20周年おめでとうございます。人の成長で言えば二十歳、成人式、よいよ大人の仲間入りをし責任ある社会

人として、夢多き人生に向けて力強い一歩を踏み出すというところでしょうか。

愛知県では名古屋クロウさんが４５周年を迎えておられ、全国でサッカー人口が少ない中の老舗クラブチームの

創立とすれば、豊田SFCさんは、愛知県におけるシニア層の先駆的な役割として、様々なところで、愛知県シニア

層のサッカー普及、提供の場を推進してこられ、20年の軌跡は愛知県のシニアサッカー史そのものではないかと思います。

改めてこの場をお借りして、その功績に深く敬意を払うと共に御礼申し上げます。特に50代の全国大会初代チャンャンピオ

ン、60代の全国大会初代チャンピオンと全国のシニア層に“強い愛知”を知らしめたのも豊田SFCさんの力あればこそでは

ないかと思います。かく言う私も全国大会やねんりんピックにて同世代の豊田SFCの皆さ

ん、特に現在70代の皆様とご一緒にプレーさせて頂く機会があり、60を超えてなをサ

ッカーの奥行きの広さ、面白さを骨の髄まで教えて頂きました。私の心と体に染みた豊

田SFCの重鎮の皆様の名言・迷言を2,3この場をお借りして紹介させて頂きます。

・お～い若いやつ（60なりたての頃）は、相手を疲れさすのも大事な仕事だ！

・おい、おまえのパスは優しくない！相手に心をこめないといいパスにならないぞ！

・おい、パスをもらってからパスを出すんじゃなく、パスをもらう前にパスをだせ

（パスを出す相手は、パスをもらう前に考えておけ）

・明日は全国大会の試合日、 “おい自分の金だからどんだけ飲んでもいいというもの

じゃないぞ！“の反面”おいもう一軒行くぞ！“・・・と数限りない心に響く、教えを

頭に叩き込まれ、そして何よりピッチで体に教えていただき、これから先70、80と

老いてなお楽しいサッカーを満喫出来る道標をいただきました。

何卒 この諸先輩が築かれた歴史を若いシニアの皆様が引き継がれ、30年、40年、50年・・・とさらに素晴らしい歴史を

刻まれる事お祈り申し上げ、寄稿とさせて頂きます。

創立２０周年記念寄稿
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