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◆今シーズンも、個人でできることをしっかりやる

ことと、味方のことを良く知って攻守において助け

合うことを心がけています。全員が攻撃と守備の意

識を持つこと。ボールが近くにあればボールにいく

し、近くになくてもできることをやるということで

す。それがFWであれ、DFであれ、逆サイドの選手

であれ、常に攻撃と守備に参加していくということ

を徹底するようにしています。

ジュニアユースで、名取監督が1対1とか攻守の

切り替えなどベースの部分をしっかりやってくれて

いると思うんですが、それをベースにして、選手同

士の絡みを入れていくようにしています。

今季からプリンスリーグの形式が変わりました。

1部・2部制になったことで、レベルが近いところ

とシーズンを通してやれるようになりました。また

順位決定戦がなくなって、単純にリーグ戦で5位以

上になれば高円宮杯に出られるということになり、

リーグでの戦い方というのを選手たちが学べるので

はないかと思います。

昨年はプリンスリーグの開幕3試合を引き分けた

のが、今季は3試合すべて勝てているというのは良

いと思います。しかし内容はいろいろで決してすべ

て良い内容で勝っているとは思いません。

一つには、序盤戦でまだ弱い面があまり出ていま

せん。この選手たちは勢いに乗ったらやれるし、楽

しむことができるのはわかっていますから、できる

だけ、そういう流れに持ってきたいと思いますが、

そういう試合ばかりではないでしょう。先に点を取

られたらどうなるか、また圧倒していて打っても打

っても点が入らないときにどうなるか。そういうこ

とも今後出てくるでしょうが、そこでまた一つ新し

い面を見せてくれると思います。基本的に戦うとい

うことはできる選手たちだと思っています。

試合は選手たちに任せるというか、選手たちでゲ

ームを作っていってほしいということは伝えてあり

ます。ですから個人が変わればチームも変わってく

ることになります。それは誰が試合に出るかという

ことも含めてですが、その中でみんなが成長してい

ければいいと思います。

ある程度ベースになる部分はありますけど、あま

り役割をきっちり決めて窮屈さを感じてしまっても

いけませんし、僕らスタッフが言っていることだけ

をやっていては、それ以上になれません。このポジ

ションはこうあるべき、というのではなく、同じポ

ジションをやっても、や

る選手によって特徴を出

してほしいし、周りの選

手も「誰々だからこうい

うふうにやるだろう」と

いうことを理解してやる

ようにしていければと思

います。

今年もトップの練習に

呼ばれたり、サテライト

リーグに出場したりする

選手が出てきます。トッ

プチームのコーチとよく話し合いながら、選手たち

のプラスになるような形でやっていきたいと思いま

す。また、そのことによってユースの試合に出る機

会を新しく得る選手も増えていきますから、それを

大事にしてほしいと思います。 （取材：4月22日）

昨季、高円宮杯全日本ユースと全国高

校選手権の2冠に輝いた流経大柏高が相

手。得点力のあるFWは抜けたものの、最

後まで落ちない運動量と切り替えの速さ

は健在で、レッズユースは持ち前のパスワ

ークが続かず苦戦。前半13分には、石沢

のダイビングヘッドがGKの正面をつくな

ど不運もあった。後半はさらに多くのチャ

ンスを作ったがゴールを割れなかった。

JFAプリンスリーグU－18関東は5月11日（日）、第7節が行われ、
浦和レッズユースは駒場スタジアムで流通経済大付属柏高校と対戦。
0－0で引き分けた。これでレッズユースは7戦負けなしの4勝3分け。
横浜FMユース、FC東京U－18に続いて7節現在3位となっている。
今季のプリンスリーグ関東は、ディビジョン1の12チームによるリー
グ戦で順位が決まり、5位以上が高円宮杯全日本ユース（U－18）選
手権に出場できる。大会は18日（日）に第8節を行い、日本クラブユ
ース選手権関東予選などで中断した後、6月29日（日）に再開する。

プリンスリーグ関東

流経柏に引き分け
負けなしの3位で

7節終える

プリンスリーグ関東

流経柏に引き分け
負けなしの3位で

7節終える

YO U T H

堀　孝史 ユース監督

仲間を理解し、自分たちで考え動くサッカーを
試合に出場する機会を大切にしてほしい

GK

DF

MF

FW

得点者

0 0流経大柏高レッズユース

柴田大地

和田祐樹（山地　翔／88分）

菅井順平

岡本拓也

永田拓也

池西　希

池田涼司（礒部裕基／63分）

石沢哲也

阪野豊史

原口元気

矢島倫太郎（森田健介／89分）

なし

前0 前0
後0 後0

VS

JFAプリンスリーグ関東2008 第7節
2008.5.11（日）さいたま市浦和駒場スタジアム

好機作るもゴール割れず

▲矢島倫太郎（5.11／流経大柏高戦）▲池田涼司（5.11／流経大柏高戦）

▲和田祐樹（5.11／流経大柏高戦）

▲礒部裕基（5.11／流経大柏高戦）

▲池西　希（5.11／流経大柏高戦）

▲柴田大地
（5.11／流経大柏高戦）



YO U T H

JFAプリンスリーグ関東2008JFAプリンスリーグ関東2008

GK

DF

MF

FW

得点者

1 2レッズユース武南高校

中村　隼

菅井順平

永田拓也

和田祐樹（森田健介／75分）

岡本拓也

田仲智紀

池西　希（葺本啓太／89分）

石沢哲也（武富尚紀／63分）

阪野豊史

原口元気

礒部裕基（利根川良太／63分）

永田2（83分、89分）

前0 前0
後1 後2

2008.4.6（日）埼スタ第4グラウンド

VS

JFAプリンスリーグ関東2008  第1節

GK

DF

MF

FW

得点者

4 0湘南ユースレッズユース

柴田大地

菅井順平

濱田水輝

永田拓也

池田涼司（山地　翔／63分）

山田直輝

田仲智紀（池西　希／53分）

石沢哲也（和田祐樹／80分）

阪野豊史（礒部裕基／58分）

原口元気

高橋峻希

高橋3（31分、41分、44分）

原口（76分）

前3 前0
後1 後0

2008.4.20（日）さいたま市浦和駒場スタジアム

VS

JFAプリンスリーグ関東2008  第3節

GK

DF

MF

FW

得点者

1 0横浜FM
ユース

レッズユース

柴田大地

菅井順平

濱田水輝

永田拓也

池田涼司

山田直輝（矢島倫太郎／89分）

田仲智紀（石沢哲也／77分）

岡本拓也

阪野豊史（礒部裕基／58分）

原口元気

高橋峻希　

原口（33分）

前1 前0
後0 後0

2008.5.3（土）埼スタ第4グラウンド

VS

JFAプリンスリーグ関東2008  第5節

GK

DF

MF

FW

得点者

1 1レッズユース東京Vユース

柴田大地

菅井順平

濱田水輝

永田拓也

和田祐樹

田仲智紀（武富尚紀／88分）

山田直輝

石沢哲也（礒部裕基／39分）

阪野豊史（岡本拓也／57分）

原口元気

高橋峻希

田仲（38分）

前1 前1
後0 後0

2008.5.6（火）ヴェルディグラウンド

VS

JFAプリンスリーグ関東2008  第6節

GK

DF

MF

FW

得点者

1 1レッズユース前橋
育英高校

中村　隼

菅井順平

濱田水輝

永田拓也

畑本時央（和田祐樹／51分）

田仲智紀

山田直輝

石沢哲也（武富尚紀／64分）

（礒部裕基／86分）

阪野豊史（利根川良太／64分）

（岡本拓也／78分）

原口元気

高橋峻希

田仲（80分）

前1 前0
後0 後1

2008.4.27（日）前橋育英高崎グラウンド

VS

JFAプリンスリーグ関東2008  第4節

GK

DF

MF

FW

得点者

2 1F東京
U－18

レッズユース

柴田大地

菅井順平

濱田水輝

永田拓也

和田祐樹（岡本拓也／85分）

山田直輝

田仲智紀（武富尚紀／89分）

石沢哲也

阪野豊史

原口元気（礒部裕基／88分）

高橋峻希　

原口（44分）、山田（84分）

前1 前0
後1 後1

2008.4.13（日）NACK5スタジアム大宮

VS

JFAプリンスリーグ関東2008  第2節

第1節～第6節

◆今年もメンバーは大きく変わらず、

誰かが動いたら誰かがそこを埋めると

いうのが自然にできています。去年の

前半ケガで休み、その後精神的にも体

の面でも思うようにいかず悩んだ時期

がありましたが、最近では体も動けて

いると言われています。去年はプリン

スリーグにもあまり出られず、クラブ

ユースでも満足していないので、ユー

ス最後の今年は結果を出したいと思い

ます。パスで人を生かして、たまに魅

せるプレーをしたいです。

パスで魅せる
プレーをしたい

MF  田仲智紀

◆今季の始動のときから、最後の学年

なのでやってやろうという気がみんな

にあると思います。最初から結果にこ

だわらず、良いサッカーをしようとや

っていましたが、その中でも厳しい試

合を勝ってきているのは、気持ちの面

でも大きいです。いつも僕らを応援し

てくれる人に、まだ恩返しはできてい

ないと思うので、頑張ります。クラブ

が毎年、下部組織に力を入れてくれて

いるのは感じますから、期待に応えな

いといけないな、と思います。

最後の学年、
やってやろう

DF  菅井順平

◆去年、負けたことで悔しい思いをし

て、それをバネにしてきました。去年

の終わりのJユースカップから試合に

出る時間が長くなって、その中で学べ

ることも多かったし、今年になって勝

ちたいという気持ちが強くなりまし

た。高円宮杯で負けた流経大付属には

借りを返したいですし、クラブユース

でも全部勝つ気でいきたいです。今の

チームは、みんなでまとまって勝ちも

取れていて、良いと思います。目標と

いうより1戦1戦勝つだけです。

試合に出て
学んだこと多かった

FW  阪野豊史

第 8 節　vs 市立船橋高

5月18日（日）13時半（NACK5スタジアム大宮）

第 9 節　vs 桐蔭学園高

6月29日（日）11時 （桐蔭学園高グラウンド）

第10節　vs 三菱養和SC

7月 6日（日）13時半（ヴェルディグラウンド）

第11節　vs 桐光学園高

7月13日（日）11時 （埼スタ第4グラウンド）

JFAプリンスリーグ関東2008 日程

▼濱田水輝（5.3／横浜FM戦）

▲高橋峻希（4.20／湘南戦）

▼永田拓也（5.6／東京V戦）

▲山田直輝（5.3／横浜FM戦）

▲岡本拓也（5.3／横浜FM戦）

▼石沢哲也（4.13／F東京戦）

▲原口元気（4.20／湘南戦）



◆毎年同じですが、労を惜しまず全員が試合

に参加するということをいつも言っています。

ボールに関わる選手はもちろんですが、そう

でない選手も試合の間、いろいろなことを考

えてプレーしていくことを求めていきます。

今年のチームは、昨年から先発で試合に出

ていた選手はそう多くありません。逆にその

ことで、チームが切り替わって、1月、2月、

3月と試合をこなしていくうちに新3年生が変

わってきたと思います。ずいぶんと伸びてき

た選手もいます。まだまだですけど、自分た

ちがやらないといけない、という気持ちが出

てきたと思います。

そういう中で、ここ数年やっていることで

すが、前線から積極的にボールを奪いに行き、

奪ったボールを全員が攻撃参加して得点につ

なげていくというサッカーができてきたと思

います。もちろんこの時期ですから完成され

ているわけではありませんが。

去年から始まった関東U－15リーグが、今

年は12チームによる通年制になりました。多

くのいろいろなチームとリーグ戦で試合がで

きるというのは、いろいろなことにチャレン

ジできると思います。もちろん勝ちたいとい

うことは言うまでもありません。

昨年は前期が5試合で終わり、そこで上位

リーグに入ってしまえば、翌年も関東リーグ

で戦えることが決まってしまい、後期リーグ

が消化試合的になってしまう可能性がありま

した。今年は、入れ替え戦もあるプレッシャ

ーの中で最後までやれると思います。リーグ

戦というのはいろいろなことを試せるので、

充実感があります。

ジュニアユースから

今年ユースに上がった

選手が、もう何人かA

チームで試合に出てい

ます。彼らはやはりジ

ュニアユース最後の1

年間でずいぶん成長し

たと思います。毎年こ

の時期は、このチーム

で大丈夫かな？と思う

んですが（笑）、みん

な1年の間に大きく変

わっていきます。それも楽しみにやっていき

たいと思います。

スタッフも、アカデミーセンター長に矢作

さんが来たり、フィジカルコーチに池田誠剛

さんが来たり、と毎年充実してきています。

クラブが育成に大きな力を入れてくれている

と実感しています。

名取　篤 ジュニアユース監督

労を惜しまず、全員が試合に参加すること
この1年で大きく成長していくのが楽しみ

JUNIOR YOUTH

GK

DF

MF

FW

得点者

0 2 大宮
ジュニアユース

レッズ
ジュニアユース

吉野雅大

小出啓太（島貫央理／73分）

皆川孝之（退場／37分）

西山航平

新井純平

片　槙吾

金野僚太（繁田秀斗／69分）

小峯洋介（平澤　遼／79分）

堀田　稜

進　昂平（西澤秀平／40分）

矢島慎也

なし

前0 前1
後0 後1

2008.5.11（日）レッズランド

VS

第2回関東ユース（U－15）リーグ 第5節 第2回関東ユース（U－15）リーグは5
月11日（日）までに5試合を終えた。浦和
レッズジュニアユースは、開幕3連勝のあと
第4節で川崎フロンターレU－15に逆転で
初黒星を喫し、第5節の大宮アルディージャ
ジュニアユース戦でも0－2で敗れて、3勝
2敗となった。昨季から始まった関東リーグ
は、今季から12チームによる通年制になり、
この後5月18日（日）に第6節を行い中断。
9月から再開される。

いつもどおりのアグレッシブな試

合運びでスタートした浦和レッズジ

ュニアユースだったが、前半32分、

クロスをヘディングで合わされ大宮

に先制される。さらに、その5分後

ボールの奪い合いから退場者を出し

数的不利に。10人で戦った後半も

人数差を感じさせない内容で相手を

上回るシュートを放つがゴールが割

れず、疲労の色が濃くなった終了間

際、2点目を失った。

10人で互角以上の戦い

第2回関東ユース（U－15）リーグ

開幕3連勝のあと2連敗
経験積む新しい選手たち

第2回関東ユース（U－15）リーグ

開幕3連勝のあと2連敗
経験積む新しい選手たち

▲繁田秀斗
（5.11／大宮ジュニアユース戦） ▲吉野雅大

（5.11／大宮ジュニアユース戦）

▲矢島慎也（5.11／大宮ジュニアユース戦）

▲新井純平
（5.11／大宮ジュニアユース戦）

▼堀田 稜
（5.11／大宮ジュニアユース戦）

進 昂平（5.11／大宮ジュニアユース戦）▲

▲小峯洋介（5.11／大宮ジュニアユース戦）

第 6 節　vs ジェフ習志野

5月18日（日）13時（レッズランド）

第 7 節　vs 横浜FM ／ 9月15日（月・祝）

第 8 節　vs 横浜FM追浜／ 9月21日（日）

第 9 節　vs 柏レイソル ／10月 5日（日）

第10節　vs 東京V ／10月11日（土）

第11節　vs 三菱養和巣鴨／10月18日（土）

＊7節以降は時間・会場未定

第2回関東ユース（U－15）リーグ 日程



JUNIOR YOUTH
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GK

DF

MF

FW

得点者

1 3 レッズ
ジュニアユース

図南SC
群馬

齋藤賢太

金野僚太

皆川孝之

西山航平

新井純平

片　槙吾

鈴木悠太（繁田秀斗／74分）

小峯洋介

堀田　稜

関口天翔

矢島慎也　

片（30分）、関口（70分）、矢島（79分）

前1 前1
後0 後2

2008.4.13（日）前橋総合運動公園

VS

第2回関東ユース（U－15）リーグ 第1節

GK

DF

MF

FW

得点者

2 1FC東京
U－15深川

レッズ
ジュニアユース

齋藤賢太

金野僚太

皆川孝之

西山航平

西澤秀平（小出啓太／28分）

片　槙吾

鈴木悠太（繁田秀斗／73分）

野崎雅也

堀田　稜

関口天翔

矢島慎也　

堀田（31分）、小出（72分）

前1 前1
後1 後0

2008.4.27（日）レッズランド

VS

第2回関東ユース（U－15）リーグ 第3節

GK

DF

MF

FW

得点者

1 4川崎
U－15

レッズ
ジュニアユース

齋藤賢太

金野僚太（西澤秀平／55分）

皆川孝之

西山航平（島貫央里／70分）

小出啓太

片　槙吾

鈴木悠太

小峯洋介（カドコダイアシカン／61分）

堀田　稜（繁田秀斗／77分）

関口天翔（野崎雅也／45分）

矢島慎也　

矢島（7分）

前1 前0
後0 後4

2008.5.3（土）レッズランド

VS

第2回関東ユース（U－15）リーグ 第4節

GK

DF

MF

FW

得点者

1 0 鹿島
ジュニアユース

レッズ
ジュニアユース

齋藤賢太

金野僚太

皆川孝之

西山航平

島貫央里

片　槙吾

鈴木悠太

野崎雅也

堀田　稜

関口天翔

矢島慎也

野崎（8分）

前1 前0
後0 後0

2008.4.20（日）レッズランド

VS

第2回関東ユース（U－15）リーグ 第2節

第2回関東ユース（U－15）リーグ2008第2回関東ユース（U－15）リーグ2008
第1節～第4節
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◆今年からボランチをやっていて、去

年まで左サイドに慣れていたので戸惑

いがありますが、ゲームを組み立てた

り、ゴール前に入ってクロスに合わせ

たりできるので楽しいです。前は足が

つったりしていましたが、今はけっこ

う走れるようになってきました。関東

リーグで東京Vやマリノスなど強いチ

ームとやれるのが楽しみです。

ボランチやり始め、
面白い

MF  片 槙吾

◆今までAチームで出たことがなかっ

たので、出たい気持ちを前面に出して

練習していました。鹿島戦では点も取

れたし、自分のプレーも通用したと思

います。これからも続けていきたいで

すが、そのためにまず自分に勝たない

といけません。得意なプレーは特にな

いですが、チームのために走ることが

一番自分のできることです。

出たい気持ち
前面に出して練習

MF  野崎雅也

◆Aチームでは相手のプレッシャーな

どが速く、すごくレベルの高い試合が

多いです。自分は走ることしか取り得

がないですが（笑）、試合でそれを出

せて、前線からの守備は頑張っている

し、持続していきたいと思います。去

年まで出られなくて悔しい思いもして

いましたが、最後の年なので自分のプ

レーを全身全霊で出したいです。

自分のプレーを
全身全霊で

FW  関口天翔

◆自分は1年生のころから出ていて、

今までは引っ張ってもらっていました

が、今年は自分が引っ張っていかない

といけないと思っていますし、それも

楽しいです。1試合1試合、みんな進

化しているし、チームとして伸びてい

るので、大会でも良いところまでいき

たいです。

今年の関東リーグは多くの

チームとやれるのでいいですね。

自分が引っ張って
いかないと

DF  西山航平

▲左から野島雅也、堀田稜、関口天翔、小出啓太、鈴木悠太（4.27／F東京深川戦）

▲鈴木悠太（4.27／F東京深川戦）

▲齋藤賢太（4.20／鹿島戦）

▲皆川孝之（4.20／鹿島戦）

▲西澤秀平
（4.27／F東京深川戦）

▲島貫央里（4.20／鹿島戦）

▲金野僚太
（4.27／F東京深川戦）


