
第 22回 滋賀県女子招待サッカー大会 びわこカップ 報告書 

 

 

報告者：女子 U-15チーフ 林部 雅司 

 

 

【日    程】  2017年 12月 9日（土）・10日（日） 

 

【会    場】  野洲川歴史公園サッカー場（ビッグレイク） 

 

【帯同スタッフ】  林部雅司（女子 U-15チーフ） 

          小川正巳（女子 U-15コーチ） 

 

【参 加 選 手】  ２２名（別紙参照） 

 

【最 終 順 位】  優 勝：JFAトレセン大阪女子 U-15 

          準優勝：FCアルベロ神戸 

          第３位：滋賀県トレセン女子 U-15 A 

 

【試 合 結 果】  予選リーグ  7vs0（前半：4vs0） 滋賀県トレセン女子 U-15 B 

                 3vs2（前半：3vs0） 石川県トレセン女子 U-15  

順位リーグ  5vs0（前半：2vs0） 滋賀県トレセン女子 U-15 A 

                 5vs0（前半：3vs0） FCアルベロ神戸 

 

【大 会 総 括】  大会は中学３年生のトレセン活動の成果を確認する場として毎年出場をしてい

る大会で、『全員でサッカーをしよう！』をテーマに、全員が仲間との関わりを

常に考え、攻撃はボールを失わないようにしながらゴールへ向かうこうこと、

守備はゴールを守りながら積極的にボールを奪いにいくことを意識したプレー

をしていこうとした。 

第一試合は少し硬さも見られたが、いずれの試合も先制点を奪えたことで終始

大阪ペースで試合をし、今年も優勝で試合を終えることは出来たが、いずれの

試合も「自分とボール」、「自分と相手」の関係だけになったプレーが多く見ら

れ、一人一人はゴールを意識してプレーしているものの、チームやグループと

してどうやってその局面の攻撃や守備をしていくのかという意識が低く、個人

戦術やグループ戦術の理解と発揮という部分で課題を感じた大会となった。 

トレセン活動だけでこうした課題全て解決していけるわけではないが、もっと

ゲームを意識したトレーニングをしながらプレーの質を高め、良い習慣を身に

付けていけるようにしていきたい。 

           

 

 

  



 ＜集合写真＞ 

 
 

 



 

予選リーグ

　 ▼ 第１試合　（7vs0 滋賀B）

（前半） （後半）

鈴木 草場 前田 三田村

山元 宮本 橋本 峰岡 林 鈴木 橋本 中内

石川 和田 山路 桃原 黒松 弥園 山路 南上

得点者 得点者 　黒松　　三田村　　中内

交代者 　なし 交代者 　鈴木→桃原

　越智→綛谷

▼ 第２試合　（3vs2 石川）

（前半） （後半）

峰岡 草場 平瓦 鈴木

山元 宮本 南上 平瓦 林 三田村 橋本 前田

石川 和田 弥園 黒松 桃原 山路 和田 中内

得点者 　平瓦２　　和田 得点者 　なし

交代者 　なし 交代者 　和田→弥園

　綛谷→越智

順位リーグ（上位）

▼ 第１試合　（5vs0 滋賀A）

（前半） （後半）

三田村 草場 前田 鈴木

山元 宮本 橋本 峰岡 峰岡 宮本 橋本 平瓦

石川 和田 山路 中内 南上 弥園 黒松 桃原

得点者 　草場　　和田 得点者 　宮本　　平瓦　　林

交代者 　なし 交代者 　峰岡→林

　宮本→石川

▼ 第２試合　（5vs0 FCアルベロ神戸）

（前半） （後半）

鈴木 草場 三田村 宮本

山元 宮本 林 峰岡 林 橋本 南上 平瓦

石川 和田 山路 桃原 石川 弥園 黒松 中内

得点者 　峰岡２　　草場 得点者 　宮本　　平瓦

交代者 　なし 交代者 　宮本→前田

　石川→和田

綛谷 越智

　峰岡２　　山元　　宮本

齋藤 越智

齋藤 綛谷

越智 綛谷



Cコート

１２月9日（土）　予選リーグ

滋賀A 三重 アルベロ神戸 勝点 得点 失点 点差 順位

滋賀A 8-0 0-2 3 8 2 6 2

三重 0-8 0-8 0 0 16 -16 3

アルベロ神戸 2-0 8-0 6 10 0 10 1

大阪 滋賀B 石川 勝点 得点 失点 点差 順位

大阪 7-0 3-2 6 10 2 8 1

滋賀B 0-7 0-1 0 0 8 -8 3

石川 2-3 1-0 3 3 3 0 2

開始時間 ブロック

①   9:00 Ａ 滋賀A 8-0

② 10:10 Ｂ 大阪 7-0

③ 11:20 Ａ 三重 8-0

④ 12:30 Ｂ 滋賀B 0-1

⑤ 13:40 Ａ 滋賀A 0-2

⑥ 14:50 Ｂ 大阪 3-2

アルベロ神戸 大阪 滋賀A 勝点 得点 失点 点差 順位

アルベロ神戸 0-5 2-0 3 2 5 -3 2

大阪 5-0 5-0 6 10 0 10 1

滋賀A 0-2 0-5 0 0 7 -7 3

石川 滋賀B 三重 勝点 得点 失点 点差 順位

石川 2-3 2-0 3 4 3 1 2

滋賀B 3-2 2-0 6 5 2 3 1

三重 0-2 0-2 0 0 4 -4 3

開始時間 ブロック

①   9:00 下位 三重 0-2

② 10:10 上位 大阪 5-0

③ 11:20 下位 石川 2-3

④ 12:30 上位 アルベロ神戸 2-0

⑤ 13:40 下位 三重 2-0

⑥ 14:50 上位 アルベロ神戸 0-5

優勝　JFAトレセン大阪女子Ｕ－15　　準優勝　ＦＣアルベロ神戸　　3位　滋賀県トレセンU-15 A　敢闘賞　滋賀県トレセンU-15 B

１２月9日・10日

Ａブロック

Ｂブロック

対戦 審判

三重 審判委員会

滋賀B 審判委員会

アルベロ神戸 審判委員会

石川 審判委員会

アルベロ神戸 審判委員会

石川 審判委員会

１２月10日（日）　順位決定リーグ戦

上位グループ

下位グループ

対戦 審判

石川 審判委員会

滋賀A 審判委員会

滋賀B 審判委員会

滋賀A 審判委員会

三重 審判委員会

大阪 審判委員会

U-15の部 リーグ戦 対戦表



 
 

No. Pos. 名前 フリガナ 所属 学年

1 MF 三田村　梨々子 ミタムラ　リリコ energia fc 2011 3

2 MF 石川　真愛永 イシカワ　マナエ FCヴィトーリア 3

3 GK 越智　菜月 オチ　ナツキ pazduro gilrs 3

4 GK 齋藤　美祐季 サイトウ　ミユキ RESC GIRLS U-15 3

5 MF 林　りりか ハヤシ　リリカ RESC GIRLS U-15 3

6 DF/MF 水上　凛子 ミズカミ　リコ RESC GIRLS U-15 3

7 MF 宮本　妃菜里 ミヤモト　ヒナリ RESC GIRLS U-15 3

8 MF 山元　麻由 ヤマモト　マユ ヴィスポさやま 3

9 DF 和田　夏帆 ワダ　ナツホ ヴィスポさやま 3

10 DF 黒松　りぼん クロマツ　リボン 大阪市SS2001 3

11 FW 前田　美海 マエダ　ミウ 大阪桐蔭ACフラミンゴU-18 3

12 GK 綛谷　真優 カセタニ　マユ 久米田FC グラシアス 3

13 DF 弥園　真奈 ミソノ　マナ 久米田FC グラシアス 3

14 MF 平瓦　純梨 ヒラガワラ　ジュリ 賢明SC 3

15 MF 橋本　望央 ハシモト　ミオ コノミヤ・スペランツァ大阪高槻レディース 3

16 FW 峰岡　汐那 ミネオカ　シイナ コノミヤ・スペランツァ大阪高槻レディース 3

17 DF 山路　なずな ヤマジ　ナズナ 加賀屋FC 3

18 MF 鈴木　雛子 スズキ　ヒナコ pazduro girs 2

19 MF 桃原　愛歌 トウバル　アイカ pazduro girs 2

20 MF/FW 中内　花咲 ナカウチ　ハナエ RESC GIRLS U-15 2

21 FW 草場　千寛 クサバ　チヒロ ヴィスポさやま 2

22 MF 南上　柚乃 ナンジョウ　ユズノ コノミヤ・スペランツァ大阪高槻レディース 2

滋賀県招待女子サッカー大会 びわこカップ　参加選手


