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第第二二回回東東アアジジアアシシニニアアササッッカカーー大大会会  
Over40 の試合会場は、越秀山体育場（中国プロリー

グ広州電力ホーム G）  広州市で 2 番目に良いグ

ランド（一番目は広州恒大のホームグランドとか）を使

用してのゲーム。広州電力チームの監督は彼のストイ

コビッチと聞き、なんだか親しみを感じる。 

 
「広州サッカー協会の謝志光会長と歓迎会時に再会

した時、謝会長から東京で約束した通り広州で実行し

ましたよと、笑顔で話をされたので、とても嬉しい気

持ちになりました」と曺委員長。 今回Over40選考で

TCL -1のＴドリームス・四十雀東京が同率優勝の為、抽

選で四十雀東京になったが訪中を辞退した。 大会

まで 1か月を迎える時期になっていた。「良かれと思

って計画しているのにショックだった」と委員長は言

う。 不安の中、TCL選手に参加募集の案内を行い、

17名の選手（勇士）が集まった。 

11月 20日に結団式を行い、終了後に

練習ゲームで初顔合わせを行った。 選抜チームの

為コンビネーションが懸念されたが、選手各人が互い

に理解しようと努力をしているのを感じる。 

     
【Over40の対戦結果】 ⑴東京(東京シニア選抜）0-2

広州、 ⑵ソウル(ROYAL40）4-0東京(東京シニア選

抜）、 ⑶広州 2-1ソウル(ROYAL40） 

⑴東京ｖｓ.広州の試合は 10時にキックオフ。 

開始早々から広州ペース、しかし集中力で持ちこたえ

る東京選抜。 前半は選手の頑張りで 0-0終わる。 

後半は 2分に先取点をとられる。 その辺りから集中

が切れてくる。 15分に追加され 2-0で終了した。 

 
⑵ソウルｖｓ.東京 ↑14時キックオフ。 東京は 2試合

連続の疲れ、しっかりした技術力をもつソウルには実

力差が見える。それでも東京はチームワークと集中

力で頑張る。しかしDFが付ききれず中央で置きざり ⇗ 

⇗ になる局面がでだす。 その結果、前半で 4点を入

れられた。 ハーフタイムで気をいれ直し、後半は攻め

るが得点にはならなかった。 結果は 0-4で敗戦した。 

   
⑶広州ｖｓ.ソウル （上写真）15時 30分キックオフ。 

「ハイレベルなゲーム、入場料を取れる!」小倉副団長。

素晴らしい試合だった。 両者一進一退で、20 分にソウ

ルペナルティーエリア内で広州 FWが蹴られて PK。  広

州が先取点を上げる。 後半、が前に出たソウル GKの頭

上をロブシュートで 2点目。後半 20分からソウルは猛攻

を仕掛けゴール前の混戦から 1 点とるが、2-1 のまま好

ゲームは終了した。 

 
Over40順位 

Over40 広州 ｿｳﾙ 東京 勝点 順位 

広州名月 40  2-1 2-0 6 1 

ｿｳﾙ ROYAL 1-2  4-0 3 2 

東京ｼﾆｱ選抜 0-2 0-4  0 3 

＊今回の大会を主管した広州市足球 

協会（謝志光会長）グランド、歓迎会、 

運営、審判等、完璧に近い準備をして 

くれた。第二回が終了し、来年は第三 

回をソウルで行うことになる。一年一 

年と歴史が積み重って大きくなるよ 

うだ。いずれにしても広州市に感謝 

する 

閉会式後、ソウルチームと東京チームで写真 

 
大会ﾌﾟﾛｸﾗﾑ 

役員 曺ﾁｮｳ 明 小倉 功 深澤光賢 

Over50 

ｾﾚｸｼｵﾝﾄｷｵ 

石田 治 高木 智 中村直樹 

縣 恵一 荒川信雄 小山 寛 

丸山剛生 平 泰之 関  繁 

道向 修 山崎義幸 澤井康治 

北川公規 鏑木茂樹 河合雅彦 

白石真人 金子泰久 柴田 智 

西尾恭一   

Over40 

東京都 

 ｼﾆｱ選抜 

城定和治 児島哲郎 本橋昌也 

飯塚仁志 上田健一 堀口秀樹 

鍵和田 猛邦 山田慎一 川口大地 

白根基裕 中村義昭 寺前 卓 

岩田浩和 栗林 徹 藤田 清 

松島 段 野田明宏  

    

 

 

広州参加選手・役員名簿 

炎の 17名勇士達         前半は 0-4 

右から破られる   頑張る東京選抜     中盤の攻防 

2-2 

華やか歓迎会    ROYAL40と東京選抜 

ソウルゴール前   広州ゴール前   攻める広州 
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  炎の 17勇士達         前半は 0-4 

Over50順位 

Over50 ｿｳﾙ 東京 広州 勝点 順位 

ｿｳﾙ ROYAL  2-1 2-2 4 1 

東京 S ﾄｷｵ 1-2  1-0 3 2 

広州名月 2-2 0-1  1 3 

⇗ 1 点目。 後半に入っても主導権はソウルが握

り、1 分、2 分、3 分と立続けにシュートを打つ、東京

DF は体を張って防ぐ。しかし 8 分に右ペナ外側か

らのスルーパスを左からクロスに走りこんだ FW が

左足で、絶妙なシュートで 2 点目を上げた。その

後、東京も猛攻をかけるが、ソウルは攻撃の起点 

  
⑩丸山をマークで抑えパスをつながせない。 ど

うしても単調な攻撃になる。 しかし 18 分⑩丸山

が右から持ち込みペナルティーエリア内で倒され

PK。 PK名手㉘白石が右隅に蹴りこみ(上㊨）1点

を返すがそこまでであった。 

⑶広州 vs.ソウル 14 時キックオフ。両チーム攻守

にわたる好ゲーム。 2-1 で広州がリードしたま

ま、ロスタイムに、そのロスタイム中ソウルが同点

に追いつき 2-2で引き分けた。 

 

来来年年ははソソウウルルでで開開催催  
2016年第 3回東アジアシニアサッカー大会 

崔在益ソウル市サッカー協会会長は「来年は坡州

ﾊﾟｼﾞｭナショナルトレーニングセンターで行う」と、

来年に向けてもう話す。 

試合の合間での中国側との話 

で、もう一か国を増やす案を東 

京が提示した。 台湾・香港等が 

候補になっているが未決定。 

来年は現状３か国がほぼ決定か。          
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第第二二回回東東アアジジアアシシニニアアササッッカカーー大大会会  
11/29 中国広州市で開催。成功裏に終了 

昨昨年年、、東東京京都都ササッッカカーー協協会会がが主主催催でで、、第第一一回回をを行行っったた大大

会会。。今今年年はは広広州州足足球球協協会会がが 1111月月 2299日日にに開開催催ししたた。。    

 
大会に先立ち、28日に豪華ホテルレストランを借り切って

歓迎会が行われた。歓迎会は各国の代表が挨拶を行い、

それぞれ贈り物の交換を行った。文化の違いか酒類は一

切ない、それでも、豪華食事を楽しみ８時半に終了した。 

翌日は１０時から Over50は燕子崗体育場、Over40は越秀

山体育場と、２会場に分かれてそれぞれ開催された。 

越秀山体育場はプロ広州電力のホームグランドだ。 

【Over50対戦結果】  ⑴東京(セレクシオントキオ）1-0

広州 50、 ⑵ソウル 2-1東京、 ⑶広州 50 2-2ソウル 

⑴東京 vs.広州 試合は 10時にキックオフされた。 

「優勝を狙う」石田監督。相手は昨年の覇者で地元。気の

入りが感じる。開始直後から広州ペース。中盤からスルー･

展開のパス使う。一方東京も右から⑳道向からｾﾝﾀｰﾘﾝｸﾞ

が良いタイミングで上がるが、詰めが甘い。また⑩丸山

を中心に攻めはじめるが決めてなく、一進一退のまま前

半終了。後半に入っても、試合は互角、4分丸山⑩からの 

   
センターリングが惜しくも合わず。広州も MFが右からクロ

スボールを FWがダイビングヘッド、ポスト救われた。6分⑩

丸山からセンターリングが合わず。8分に広州 FWが正面

からシュート、GK西尾の正面に。そんな中 10分、東京がゴ

ール前混戦から先取点を上げる。 その後広州は攻勢に

出るが試合終了。 

⑵ソウル vs.東京 12時キックオフ。1時間のインターバル

後、連続試合の東京は心なしか動きが重 

い、一方ソウルは正確なパスワークで主 

導権をとる。また、1試合目の観戦で東京 

の攻め方を研究。ソウルは両翼からチャン 

ス作る。21分 FWが左から持ち込みゴー 

ルライン上をペナルティーエリア内迄持 

ち込みキムジンククにパス、キムがゲットしソウルが  ⇗ 

 

 

 

 

⑳道向選手    広州ｺﾞｰﾙ前   攻守に活躍⑩丸山 

2-1 

優勝を狙える実力 セレクシオントキオ FC 

トキオの猛攻      ㉘白石が PKを決めた 

会場には大きな画面   ROYAL崔会長から石田監督へ 

Over40歓迎会   中国チーム

と Over50 


