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サッカーは子どもを大人にし、大人を紳士にする。

イングランドの格言

◆

私は神に感謝する。こんな楽しいスポーツをつくってくれたの
だから。

エドソン・アランティス・ド・ナスティメント 『ペレ』
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結成10周年を祝して

有明スポーツセンター所長 鈴木一広 様

FUTSAL TEAM GOODLYが結成10周年を迎えられたことを心よりお慶び申し
上げます。

私が亀戸スポーツセンターに着任したのが平成16年。ちょうどその頃からスポー
ツセンターでもフットサル利用のお客様が増えてきたように思います。

実は、私も元サッカー少年で、GOODLYの皆さんが和気あいあいと楽しそうにプ
レーしている姿をうらやましい気持ちで拝見させていただいておりました。
そうこうしているうちに松田さんからお声をかけていただき、これ幸いとスポーツセ
ンターの事業や地域スポーツなどについて、いろいろと相談させていただくように
なりました。
スポーツセンターでは、ママさんバレーの大会がよく行われるのですが、選手の
皆さんの、なんとパワフルなこと、楽しそうなこと！パパさんたちも「パパさんフット
サルリーグ」のようなものがあったら、交流・親睦も図れて楽しいのではないでしょ
うか？というような話もさせていただきました。いまだ実現していませんが、今後の
企画として暖めています。
また、スポーツセンターで実施している小学生スポーツ塾への協力も快くお引き
受けいただき、現在では亀戸ばかりではなく、深川や有明の各スポーツセンター
でもご支援・ご協力をいただいております。深く感謝申し上げます。

そんな頼もしいチームGOODLYさんも最初は９人のサッカー好きのお父さんたち
が集まって出来たクラブだと伺っています。それが現在では、幅広い年代のチー
ムを持ち、男女問わずにたくさんのメンバーが多彩な活動を繰り広げています。こ
れからもさらに大きく発展されていくクラブだと思います。これこそ地域スポーツク
ラブのお手本（盛り過ぎ？）。かのＦＣバルセロナも、100年以上前のことではあり
ますが、わずか12人のアマチュア選手で創設されたクラブだそうです。
GOODLYさんの100年後が楽しみですね！

最後になりましたが、FUTSAL TEAM GOODLYのますますのご発展を祈念申
し上げまして、お祝いの言葉とさせていただきます。
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結成10周年を祝して： 「道楽」１０年続いちゃいました。

代表 永山昌則

１０年前のとある陽春のみぎり、松田さんから

「フットサルしませんか？おじさん達で」

とのお誘いがあり、子供達も中学に進学し、少年サッカーの手伝いもなくなり、日
に日に肥大してゆく腹回りをスリム化するには「運動だぁ！」と、なんの躊躇もなく
「フットサルやりましょう」

と即答。サッカー経験はなく、フットサルの奥深さも知らない私のこれが１０年続く
「道楽」

の始まりでした。

当初は練習場所など無く、あちらこちらの大会に参加。それが唯一の練習。人
数が足らなければ子供達がお世話になったコーチに声を掛け、それでも足らな
ければ子供達（我々よりもよく走り疲れ知らず）を連れての遠征でした。結果は押
して知るべし。

１～２年続いたそんなとある小春日和の午後、松田さんから

「西中の体育館が借りられる」

との連絡。それも

「無料、ゴール付」。

こんな美味しい話がありますか？早速我々は動き出します。江東区のスポーツ社
会福祉団体にチームを登録。ホームページ立上げ。参加者募集。保険手続き
等々、現在のチーム形態が完備されていきました。

それからは、皆さんご存知の通り「オヤジ・若手混成による各種大会出場（優勝
もあったりして）」「女子チーム活動（ボール蹴り本当に楽しそうです）」「フットサル
元日本代表 横山さん発見」「江東ケーブルＴＶ“気分は爽快”出演」「大江戸０８
２リーグ立上げ」「若手東京都オープンリーグ参戦」「オヤジＨＯＮＤＡカップ全国
準優勝」「横山さんによるＵ－１５発足」ｅｔｃ．あっと言う間の１０年。

国民的番組「笑点」「サザエさん」も観ることなく、休日の一家団欒夕食も共にせ
ず、奥さんほったらかしで毎週日曜日は西中体育館に通う。でも｢道楽｣ですから。
こんなにもフットサル道を楽しませてくれたのは、理解ある奥さんのおかげ、そし
て松田さんの情報収集力・交渉力の秀逸さ。そして何にもまして延べ１００名を越
えるであろう老いも若きも、男性も女性も（現在までニューハーフの方はいません）、
経験者も未経験者も、国籍をも越えてフットサルを楽しみにＧＯＯＤＬＹの名の下
に参集してくれたメンバーの方々の賜物と感謝しています。

これから先、走れなくなっても、かがめなくなっても、肩が上がらなくなっても、皆
さんの足を引っ張ることになっても、この「道楽」を続けるべくがんばります。

ただし、心臓が止まったその時は是非ＡＥＤを！

２０１１年 吉日
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結成10周年を祝して

監督 横山恵介

FUTSAL TEAM GOODLY 結成10周年おめでとうございます。

GOODLY FAMILY の皆さんには言葉では言い表せないくらいの感謝の気持
ちでいっぱいです。

小5からサッカーを始め様々な経験をして色々な事を学びました。そして「出会
い」が人を動かし成長させてくれるのだと強く感じています。振り返るとあの時あの
人に出会わなければ「どうなっていただろう？」と考え・・・いや、出会う事が出来た
からそして仲間がいたからサッカー・フットサルが楽しく好きになり今こうして続け
ていられるのだろう・・・そんな風に思います。

『コーチは子どもの未来にふれている』という言葉がありますが『GOODLYはオヤ
ジの未来にふれている』と言っても良いかな？と・・・(笑)。
GOODLYでフットサルをやっているからこの年になっても多くの人々に出会うこと
が出来てプレーする楽しみが増え、それが励みになり日々の生活も頑張れる。
日々の生活を頑張ったその先にはオヤジ家族に明るい未来が訪れる！訪れてい
る！・・・はず？？

オヤジだけではなく若手・女子・U-15みんなにとってFUTSAL TEAM 
GOODLYはかけがえのないチームではないかと私は勝手に思っています。

これからもずっとずっとこの素晴らしいTEAM（FAMILY）があり続けることを願っ
ています。

FUTSAL TEAM GOODLY のみなさんこれからも宜しくお願いします！！
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結成10周年を祝して

少年チームのコーチたちから

こんなに年齢や性別を問わず様々な人が集まれるチームは他にない。
生井文夫

結成10周年おめでとうございます！

ご無沙汰しています、若手チームの？No.10生井です!
結成以来、毎週のようにフットサルとサッカーが好きな仲間が気軽に集まりプレー
する場を用意しチーム運営までしていただき、本当にいくら感謝してもしきれませ
ん。
こんなに年齢や性別を問わず、様々な人が集まれる懐が深いチームはなかなか
ないと思います。2009年に私が神戸へ転勤してからは年に1、2回の参加しかで
きていませんが、帰省時期はいつもGOODLYのスケジュールをチェックして遊び
にいくことを楽しみにしています。
ハタチ過ぎからフットサルを始め、気づいたらO-30となりましたが、近くに転勤し
たら、必ずGOODLYに戻ります!!!
皆さん、今後もよろしくお願いします！

月曜からの仕事の活力になっています。
土谷真之

一週間の締めくくりに西中フットサル。

月曜からの仕事の活力になっています。そんな楽しいグッドリーがいつまでも続き
ますように。

いつまでも老若男女が楽しくできるフットサルチームでいてほしい。
吉田真一郎

結成１０年おめでとうございます。

初期メンバー？として誇りに思います。
最近は全く顔を出すことが出来ませんが、１０年も続いたってことは、皆さんまだま
だ元気にしているんですね(笑)
週に一回ボールが蹴れるという環境は素晴らしいと思います。
いつまでも老若男女が楽しくできるフットサルチームでいてほしいと陰ながら応援
しています。

当時の小学生に子供扱いされるように…
伊藤正基

GOODLY10周年おめでとうございます！！

GOODLYの皆さんに初めてお逢いしたのは日韓ワールドカップの時でした。
あれからの9年…当時小学生だった竹内たちにはピッチで子供扱いされるように
なりましたが、充実した時間を過ごさせていただいています。
来年は僕の入団10周年イベントが控えていたり(？)、運営等大変だと思いますが、
皆様これからも宜しくお願いします！！
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記念特集 特別座談会「チーム秘話十席」

時：2011年某日
於：東京都江東区の某居酒屋

結成１０周年を迎えた江東区のFUTSAL TEAM GOODLY。本日は結成当時
からチームを影で支えている亀戸健康蹴球倶楽部のエイトマンさんを迎えて
GOODLYの１０年を振り返ってみたいと思います。お話は結成１０年にちなみ１０
話。インタビューは亀戸の和菓子好きな「船橋屋亀吉」の担当です。（以下：亀）

亀「よろしくお願いします」
エイトマン「こちらこそ、良い名前ですね」
亀「早速ですが、チーム結成の話を聞かせて下さい」

FUTSAL TEAM GOODLY 誕生の話（1）
エ「チーム結成は、少年サッカークラブFC城東の６年生を持つ親父達数名が、子
供達が卒業記念にフットサル大会に参加するついでに、自分達もシニア大会に
申し込んだのが始まりです」
亀「２００１年の事ですね。よくメンバーが集まりましたね」
エ「子供達の審判をやっていた方が多かったので参加はすぐに決まりましたが、
ボールをマジで蹴った事が無い人が多く、子供達の練習しているグランドの端っ
こで一つのボールでパスからやっていました」
亀「・・・・」
エ「１月に参加申し込みをして、３月が大会だったので、地味に毎週やっていると、
学年違いの親父達も参加するようになり９名で参加する事が出来たのです。オリ
ジナルメンバーは、松田・永山・藤代・高橋・本橋（以上６年生の親）・酒井・成瀬
（違う学年の親）・吉田・木村（６年生のコーチ）」
亀「初出場の調布フットサルオーバー３０大会ですね」
エ「３月に子供が卒業すれば、親父達も一緒にボールを蹴る機会も無くなってし
まうので、大会までの練習は楽しかった様です。なんせ、１回だけの大会参加用
にユニフォームまで作っていたと言う噂でしたから」
亀「伝説のトッパーの紺ユニですね？」
エ「優勝するつもりでトッパー（１位）！とか言っていました。（汗） 結局ユニは間に
合わずビブスでの参加となり、残念ながら予選敗退となりました」
亀「ユニはどうなりました？」
エ「後日に届いたユニを着て試合をする事が次の目標になり、いとも簡単に
GOODLY結成となったのです」

FUTSAL TEAM GOODLY チーム名の話（2）
亀「GOODLYというチーム名はどこから生まれたのですか？」
エ「秋山さんの会社の女子社員の方も絶賛していると言う、チーム名は松田氏が
考えました。少年サッカークラブFC城東のじょうとうにかけて上等（良いもの）とい
う意味でGOODLYです」
亀「前向きな感じが良いですね。何でTEAMなのですか？」
エ「よくチーム名にＦＣとか付けるじゃないですか、アレだと本部だとか代表だとか
があってその人が中心にやっている感じがしますよね。TEAMの場合、全員で運
営したり、楽しんだりするイメージがあったのでTEAM GOODLYになった様で
す」

goodly[形]
（-li・er, -li・est）
1 ((古))良質の，
高価な；美しい，
みごとな，魅力的な. 
2 ((古風))相当な量の

プログレッシブ
英和中辞典
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記念特集 特別座談会「チーム秘話十席」

FUTSAL TEAM GOODLY エンブレムの話（3）
亀「GOODLYのエンブレムは私に馴染みのある亀さんが使われていますね」
エイトマン「偶然、亀の甲羅がボールの模様に似ていたので、地元の亀戸に合わ
せて採用しました」
亀「きっかけはなんだったのでしょうか？」
エイトマン「若手チームが都リーグに参加する事になって、必要に迫られて作成し
ました。中心に亀ボールを配置し五角形はフットサルのプレーヤーの５人を表し
ています。亀の頭から尻尾に通るラインは明治通りで、亀戸から大島に在住する
メンバーの地元の道です」
亀「すると横の三本線は、蔵前通り・京葉道路・新大橋通りでしょうか？」
エイトマン「ズバリそうです。さらに青が亀戸地区、赤が大島地区を表しています。
当時はチーム内で大島サンバストリート（大島地区）と亀サンジェルマン（亀戸地
区）に分かれて紅白戦などをやったりしていました」
亀「よく亀は万年と言いますので、チームが長く続きそうなエンブレムですね」
エイトマン「最後は安藤さんがGOODLYのＧの大文字で囲んで素晴らしいエン
ブレムに仕上がりました」

FUTSAL TEAM GOODLY HPの話（4）
亀「GOODLYのホームページの話を聞かせてください」
エ「１０年前、フットサルはまだ盛んな時期でなかったので、練習試合を組むのに
苦労していました。シニアチームという条件だと、さらに厳しい状況でした、そこで
どんなチームかを対戦チームに知ってもらう為にはＨＰを作った方が手っ取り早
いと思ったのでしょう」
亀「当時は、何度もメールでのやり取りを繰り返して、練習試合を組むのに大変
だった頃ですね」
エ「そう、ＨＰがあれば相手チームにＨＰを見て判断してもらえるので、交渉が楽に
なったのでしょう」
亀「その後、ＨＰは亀戸健康蹴球倶楽部と言うブログを取り入れてエイトマンさん
がGOODLYの出来事などを伝えている分けですね」
エ「ブログは出始めからすぐに始めました。新しい事を試すのが好きだったのと、
GOODLYは江東区社会教育登録団体の為、１年間の活動報告をするのにブロ
グに記録しておけば作成が簡単だからです。」
亀「ブログを見ればチームの歴史もよく分かりますね」
エ「昼休みの10～15分くらいで出来上がる短いものが多いので続けられていると
思います。気張っていたら続いていないと思いますね」
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FUTSAL TEAM GOODLY チームの方針の話（5）
亀「GOODLYのチーム方針に年令を超えてフットサルを楽しむ事。と言う紹介が
ありますが．．．」

エ「結成した頃は、親父達が練習・練習試合をするのに中学生になった息子達を
呼び、小学生の時のコーチ達（吉田・生井・上野・荒木）の助けも借りやっていまし
た。親父達のわがままに付き合っていたような感じです。東京都体育館でのエン
ジョイ大会に、たまに参加していましたが対戦チームが、大学生や高校生、本格
的なサッカーチームを相手に４０歳過ぎの親父達とコーチ数名と中学生のミックス
で編成していたので他のチームからは不思議がられていたと思います」

亀「楽しそうですね」

エ「その頃から、試合にどうやったら勝てるかなどを親父・コーチ達・中学生全員
で試合中に考えたりしていました。コーチ達も小学生の頃とは違い、中学生を
チームメイトとみていましたし、親父達もサボると中学生に注意されたり、良い仕事
をすると全員にナイスプレーと声をもらったり、試合中は年齢の関係ないチーム
だったのです。そこが楽しむ秘訣ですね」

亀「キャッチフレーズの GOODLY とは、【 良いもの・上等なもの 】という意味
で、【 良い仲間・良いプレー・良いチーム 】を心がけております、と言うのもそこ
から来ているのですね」

エ「参加していた親父達もサッカーは上手くないけど、遊びは上手な人達ばかり
だったのが良かったのです。」

FUTSAL TEAM GOODLY 出会いの話（6）
亀「チーム結成当時の９名から現在６０名近くが在籍していますがメンバーはどの
ように集まって来たのですか？」
エ「メンバー募集はしていませんがフットサルをやりたいと言ってきた方は歓迎し
て来ました。ＨＰを見て参加したいと連絡くれた人や、メンバーの知り合いが参加
したいと言ってきた場合も受け入れています」
亀「エピソードなどありますか？」
エ「石崎さん・吉松さんは、松田氏が西中（ＦＣ城東の練習日）に偶然行った時に
出会って、
サッカー好きならどうぞと声をかけたのがきっかけです。石崎さんは初めて西中グ
ランドでボール蹴りに参加した時に、いきなり捻挫をしてしまいました。それでも楽
しかったのか懲りずに現在に至っています。吉松さんはグランドで松田氏に名刺
を渡し付き合いが始まりました。上村さんや数野君はHPを見て西中にやってきま
した。二人ともすんなりと当日は参加できず、来週きてねと言われたようです。そこ
で熱心に次週、西中に顔を出し付き合いが始まりました」
亀「他にもありますか？」
エ「秋山さん・多田さん等はメンバーの誰かの紹介です。多田さんはフットサルの
試合審判させてくださいと言ってきた変わり者でした。」
亀「秋山さんは現在ではGOODLYの宴会副部長ですね」
エ「部長は成瀬さんです。部長になるには飲みすぎと忘れ物の注意が必要です
ね」
亀「横山さんとの出会いはどうだったのですか？」
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記念特集 特別座談会「チーム秘話十席」

FUTSAL TEAM GOODLY 横山さんとの出会い話（7）
エ「成瀬さんが良く言っている成瀬さんのGOODLYでの最大の貢献の話です
ね」
亀「フットサル日本代表が町内会にいたのはびっくりしましたか？」
エ「びっくりしたのはかなり後の頃です。成瀬さんがニ亀小学校のグランドで横山
さんがテニスボールでリフティングしているのを見て、なかなかやるなと思い、良
かったら一緒にやりませんかと声をかけたそうです」
亀「日本代表と分かっていたら声掛けしていませんよね」
エ「そうそう。その後、ＨＰの掲示板に横さんの書き込みがあり、練習を体験したい
と連絡が来ました。そして西中でみんなと普通にフットサルを楽しんでいたのです
が、しばらく横さん来ないなと噂していた頃、秋山さんが出張先のインドネシアで
たまたまフットサルアジア選手権を見ていた試合に横山さんは選手として出てい
たのです。まさか西中で一緒にやっている人が日本代表とは気付かず、後日、西
中で横さんにあって、どこかで見た顔だなと気づく訳です」
亀「秋さんらしいですね」
エ「その後、直人・上原・足昇が修徳高校でサッカーやる事になったのですが、そ
の横さんは修徳高校出身だったのです。これも何かの縁でした。現在では中学
生のGOODLY U-15を立ち上げGOODLYにはなくてはならない存在です」

FUTSAL TEAM GOODLY ホームコートの話（8）
亀「GOODLYといえば大島西中学校体育館と亀戸スポーツセンターがホーム
コートですね」
エ「公共の施設を借りるのはチームの活動実績がないと使用できません、
GOODLYは結成当時から江東区社会教育団体に登録して１年間実績をつくり、
地元の大島西中学校体育館をホームに活動しようと結成当時から決めていたの
ですが、体育館でボールを蹴るという事がまだ一般的でない時代だったので、中
学校からの許可が出るまでが大変でした。しかし何度も足を運んだ甲斐もあって
か、日韓ワールドカップの日本戦が行われた日曜日から使用できるようになりまし
た。許可が出るまで１年以上費やした事を覚えています。今では大島西中学校体
育館で毎週フットサルをやれるコートがあると言う事が、仲間が増えていく理由の
一つだと思います」
亀「そうですね。次は亀戸スポーツセンターとの付き合いについて教えてくださ
い」
エ「亀戸スポーツセンターは東京都フットサル協会の試合が行われていたので良
く足を運んでいたのですが、フットサルが出来る体育館なら一般の我々にも使用
できるのではと思い、江東区のスポーツネットにチーム登録をし亀戸スポーツセン
ターの所長に掛け合いました。運良く鈴木所長がサッカー好きだったので、話は
盛り上がり、亀戸でフットサル大会（リーガ）を開催してくれるようになったり・ゴー
ルを一組追加してくれたり・本当に良くしてもらって感謝です」
亀「そんな付き合いから、わくわくスポーツ塾のお手伝いが始まったのですね」
エ「小学生のフットサル教室の事を横山さんに相談したら快く引き受けてくれて始
まりました」
亀「江東区の小学生にフットサルの楽しみが伝わってくれると良いですね」
エ「そうです。最近はナガちゃんが良く参加していて結構小学生に人気があるよう
です」
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FUTSAL TEAM GOODLY 大江戸082フットサルリーグの話（9）
亀「GOODLYが運営をしている大江戸082フットサルリーグはどのように始まった
のですか」
エ「大江戸082（親父と読む）は２００５年後半から準備期間を経て２００６年から始
まりました。この頃はフットサルも人気スポーツになって来ていて各地で色々な大
会が行われていたのですが、シニアの大会はまだ少なくGOODLYのシニアもエ
ンジョイやビギナー大会に参加していたのですが、若手チームとの対戦ではやは
り危険やスピードについていけず苦戦の日々でした。たまにやる他の親父チーム
と練習試合は、同じ条件（年齢など）なので面白いわけですが、まだチーム数が
少なく日程の調整が大変だったので、対戦日程が決まっているリーグ戦を作って
しまおうと考えたわけです」
亀「リーグ戦の良いところは何処ですか。」
エ「ワンデイ大会の場合、勝てばまだ良いですが、負けた場合、次の試合がいつ
になるか分からないので、帰りにビールを飲んだらそこで終わってしまいます。
（負けた理由などの反省が生きない）、リーグ戦の場合は次の日程・対戦相手が
決まっていて目標が出来るので、前回、悪かった所を修正したり、良かった所をさ
らに練習したり、理由が出来るので、のんびり親父達には凄く良いですね」
亀「大江戸082フットサルリーグの運営の話を聞かせてください」
エ「運営は吉松さん・会計はGOODLYの代表兼会計の永山さんが担当していま
す。あっ丁度、吉松さんが来たので、吉松さんに聞いてみましょう。」
吉松「どうも。吉松です」
亀「どうも。亀吉です。では大江戸082フットサルリーグ運営上の特徴はなんでしょ
うか」
吉「ひと言で言うなら『オヤジによる、オヤジのための、オヤジのリーグ』です」
亀「なるほど。なんでそこまで「オヤジ」にこだわりをもったのでしょうか」
吉「松田さんのお話と多少かぶりますが、シニアもそれまでもいろいろな大会には
参加してきました。それらの大会は、ビギナー、スーパービギナーとか、自己申告
にもとづいて、出場選手の経験度でいろいろカテゴリーが設けられています。そ
んな大会に出て負けると『あれでスーパービギナーはないよね』みたいな言い訳
がつい出てしまう。それってあまり建設的でない。だったらひとつ、徹底的に『言
い訳できない明確な出場既定』のリーグをやってみようとしたわけです」
亀「その言い訳できない既定とは？」
吉「条件は年齢のみ。35歳以上というだけ。その範囲であれば、何年フットサル
やサッカーをやっていようと関係なし。昨日始めた人もOKだし、元日本代表でも
OKです。年齢に対するこだわりは強く、たとえ人数が揃わずに練習試合になっ
たとしても、このリーグの看板の元では、35才未満の若手のプレーはよほどのこと
がない限り認めていません」

亀「厳しいですね」
吉「なぜわざわざメタボ腹なオヤジだけで集まってフットサルをしようとするのか。
なぜ髪に白いものが入るオヤジだけで始めたのか、という設立の理念ですから、
全チームが理解納得していることだと思います。プラス、オヤジでも歳相応にフッ
トサルを楽しみたい、一緒に楽しみながら切磋琢磨できる相手がいる、そういう純
粋な悦びを共有するための基本的な取り決めにすぎません」
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記念特集 特別座談会「チーム秘話十席」

亀「なるほど、その他に何か特徴はありますか？」
吉「選手を完全事前登録制にしたこともこだわりです。追加登録はリーグ期間中１
回しか認めていません。リーグの主旨を理解せずにプレーしがちな、その日限り
の「助っ人」を排除するためです。また参加者ひとり一人にリーグへの参画意識を
極力高めていただく意味も持たせています。

次に代表者同士のコミュニケーションの強化。毎節ごとに必ず集まっていただき
短時間のミーティングを行っています。個人の危険なプレー（スライディング・タッ
クルは全面完全禁止です）や、しつこい野次、審判への誹謗行為などに関しては、
常に各チームの代表者を通じて注意を与え、場合によっては本部から代表者に
対して、問題選手の交代を求める仕組みにしています。

さらに高齢者への敬意。年間最優秀選手の選出では、もし同ポイントの選手が複
数の場合、高齢者に賞が渡ります。得点王やアシスト王も同じ。

最後にフェアプレー重視。年間で最もファールが少なかったチームにフェアプ
レー賞として豪華賞品をつけて表彰しています。それは優勝に値する名誉だと」
亀「へーっ。豪華賞品ですか？」
吉「横山さんのご紹介で、発足以来PENALTY（ウィンスポーツ）さんにご協力い
ただいています。優勝、フェアプレー賞。個人賞なら得点王、アシスト王、優秀選
手賞と、毎度お世話になっています」
亀「今、結局何チームくらい参加していますか？」
吉「最初は６チームだったでしょうか。参加希望チームとは必ず我々が一度練習
試合をしてリーグの主旨をわかっていただいた上で加盟してもらってきまして、近
隣だけでなく、太田区、目黒区、世田谷区のチームなども加えて、２００８年には１
０チームになりました。せいぜい１日６～７試合の実施が限界なので、そうなると節
で試合のないチームが出現することになります。また試合会場の確保も他チーム
にお願いすることになります。例えば、葛飾・金町のチームが遠路世田谷・用賀ま
で遠征を行うことが発生しました。さずがに、しんどいということになり、２００９年以
降は東京の東と西に分離開催にしました。分離以降は、独自に幹事を決めて、
運営も独立してやってもらっています。それぞれが独自に進化していけばいいと
思っていますが、最初に作った『運営規約』だけはお渡しています。我々が設立
したリーグの主旨だけは片隅にでも残してもらえたらという、ささやかな仕掛け・意
思表示のつもりですが、実際は完全にお任せしています。まあ『暖簾分け』です」

亀「今後の展望は？」
吉「そもそもオヤジチームの交流や定期的な試合の開催を目的に開催したもので
すから、例えば、東西優勝チームによる年間王者決定戦の開催などには、リーグ
発起チームとしては、実は消極的なのです。それを求める声はありますが。そこま
でやるなら、仮にそれを競技志向と言わせてもらうなら、やはり協会などの主催の
ものであるべきかと思っています。１０年後も、このリーグは徹底的にグラスルーツ
的な存在でいく、ニッポンのオヤジ・フットボーラーの底辺を手弁当で支える、運
営は協会主催のリーグに負けないくらいのしっかりしたものを目指しますし、やは
りスポーツですからやるからには勝つことの楽しさ・悦びの追求を忘れるつもりは
ありませんが、一方で地域社会のオヤジ供が週に一度だけ心から夢中になれる
『偉大なる町内会的道楽』であることを理想とする。私はそんな感じで考えていま
す」
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FUTSAL TEAM GOODLY 町内会チームの話（10）
亀「GOODLYはシニア・女子・若手・U-15のチームがありますが、どのような経緯
で生まれたのですか」
エ「シニアから始まったGOODLYですが、高校・中学校でサッカーをやっている
サッカー小僧なども西中遊びに来ていて、あの体育館に多い時には２５人ほど集
まっていました。そのうち、高校で女子サッカーをやっていた、安田・塚田・村山の
３人が卒業とともにボールを蹴る機会がなくなり西中に来るようになって来て、一
時は老若男女が一つのボールを蹴っていました」
亀「女子チームはその３人がきっかけなのですか」
エ「しほちゃんも小学生の時は男子に混ざってサッカーをやっていましたが、中学
校では部活でサッカーが出来なくてGOODLYで３年間フットサルやっていました。
現在、高校では女子サッカー所属です。女子チームのきっかけはサッカー・フット
サルがやる場所の無い女子の為には始めました。フットサルを始めたいけどきっ
かけが無いOLや主婦の方にも、西中に来ればフットサルが出来る環境に
GOODLYは目指していたのだと思います」

亀「若手チームは都リーグに参戦していますね」
エ「GOODLY結成１０周年に３部昇格を目指して３年前から参戦しました。せっか
く地元の少年達が先輩・後輩関係なく集まって西中に戻ってきてフットサルをやっ
ているのだから、目標を持ってやった方が楽しいと思うのです。勝って嬉しい気持
ちや、負けて悔しい気持ちは、社会人になってしまうと機会が無くなってしまうの
で、まじめに取り組む程面白いと思います。現在の地元の小学生や中学生が将
来GOODLYに入りたいと思えるチームが目標です」
亀「町内会チームとは地元でフットサルを出来る環境があり誰でも楽しめるチーム
の事ですね」
エ「オランダではヨーロッパリーグで活躍した選手が、引退しても地元のシニアの
町リーグに普通に参加しているそうです。基本は地元でボール蹴りが出来る事が
素敵なことだと言う事です」

FUTSAL TEAM GOODLY U-15（11）
亀「U-15チームについてはどうですか？」
エ「では、監督の横山さんに詳しく聞いて見ましょう」
横山「横山です。よろしくお願いします」

亀「元プロサッカー選手で、元フットサル日本代表だったのですか？」
横「セレッソ大阪に所属していました。 ２００１年から２００２年のフットサル日本代
表でした」

亀「横山さんが指導するGOODLY U-15とはどんなチームでしょうか？」

横「GOODLY U-15 は、FUTSAL TEAM GOODLYの中等部（１５歳以下）な
のですが、フットサルだけでなくサッカーを通して『信頼・尊敬・感謝』をモットーに
競技スキルの向上と豊かな人間性を育む事を目的としています」

亀「どんな活動をしていますか」

横「週に三回中学校のグランドを夜間に借りて練習を、そして週末を中心に試合
をしています。試合のない日曜日はGOODLYのシニアや女子と合同練習行いま
す。先日は小学生向けサッカー教室のお手伝いなどもしました」
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記念特集 特別座談会「チーム秘話十席」

亀「そもそもU-15を立ち上げたきっかけは？」

横「近年、日本サッカー界はＪリーグ創設以来ワールドカップに４回連続出場し、
また海外で活躍する選手も増え著しい成長を遂げています。このような状況の中、
プロ選手になる夢が身近なものとなり、プロに憧れそれを目指す子どもたちも増え
てきています。このことは大変素晴しく喜ぶべきことではありますが、その反面そ
の道が断たれた時の反動は少なからずあり、その後の子どもの成長にも影響を与
えていることでしょう。

Ｊリーグにおいてもセカンドキャリアの問題を抱え、ジュニアユースやユースの世代
からその問題に取り組んでいかなければならないと言われています。そのようなこ
とを考えるとサッカーだけに多くの時間を費やすのではなく、勉強や家族とのコ
ミュニケーション等に時間をあてることも必要なのではないか？と感じています。

現在、江東区にはＦＣ東京のジュニアユースを除くとおもだったクラブチームはな
く、クラブチームで活動するためには、区外へ出てある程度の時間とお金を費や
さなければならないのが現状です。そこで、身近な場所でサッカーを通して競技
スキルの向上だけでなく豊かな人間性を育んでいくことが出来ないものかと考え、
2008年4月にGOODLY U-15の立ち上げへと至りました。」

亀「U-15から見たGOODLYの良さとはどのようなところでしょうか？」

横「お兄さんのような若手、お父さん（おじいちゃん？）のようなシニア、お姉さん
（お母さん）のような女子、など同世代のみならず年齢性別を超えてコミュニケー
ションが取れるのは本当に素晴らしいことだと感じています。また、お父さんたち
の一生懸命にプレーする姿は子どもたちにも学んでほしいと思っています。この
ようにサッカー・フットサルのスキルよりも子どもたちが成長していく上でもっともっ
と大切なものをGOODLYは教えてくれているように思います。」

亀「これまでの成績、今後の展望は？」

横「これといってよい成績はありません。監督がよくないのでしょう(笑)。現在は育
成のＪＹ東京1部リーグ（サッカー）に参戦しています。そして、今年から始まる東京
都ユース（U-15）フットサルリーグに参戦します。こちらは全国で初めての中学生
年代のフットサルリーグでオフィシャルの大会なので子どもたちのモチベーション
向上につながればと思っています。また、この大会を経験し本格的なフットサルを
知りU-15の中からＦリーガーを目指す選手が出てきても面白いかなとも思ってい
ます。展望ではありませんが、GOODLY U-15の選手たちにはサッカー・フットサ
ルを通して将来、社会に出ても自ら考え行動できる人に育っていってほしいと
願っています。夢ではありますが、その中から日の丸をつける選手が出てくれると
うれしいですね。」
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FUTSAL TEAM GOODLY 10周年を迎えて話（12）
亀「GOODLYは１１年目に入りますがこれからどうなって行きますか」
エ「１０年後のGOODLYと言う作文を書いて中央公園に埋めに行きますか」
亀「２０世紀少年みたいで良い企画ですね」
エ「GOODLYは代表・会計に永山さん・監督・アドバイザーに横山さん・シニア
チームまとめ役に吉松さん・若手チームキャプテンの数野君、女子チームキャプ
テンの安田さんとみんなのお母さん係の春日さんがいますが、それだけでは無い
のです。ビブスを担当している石崎さん・酒井さん、宴会担当の成瀬さん・秋山さ
ん、若手が遠征の時、車を出してくれる方やわくわくスポーツ塾を手伝ってくれる
人が一杯います。GOODLYとは結成した時、松田と永山の二人が持って来た、
もみの木にみんなで飾り付けしたチームなのです」
亀「お祭り好きなんですね」
エ「そう！お祭りが嫌いな人はこのチームにいないのでまだまだ続いていくと思い
ます。」

亀「本日は長い時間ありがとうございました」
エ「こちらこそありがとうございました」

ワンタッチこそ最高の技術だ。サッカーはアートだ。
ヨハン・クライフ

シュートはゴールへのパスだ。
ジーコ

サッカーが簡単だったことは一度もない。
ジネディーヌ・ジダン

サッカーはミスのスポーツ。完璧なプレイをしたら点は入らない。永遠に。
ミシェル・プラティニ

サッカーはトイレのサンダルと同じ。
トイレで用を済ました後、サンダルをそろえておかないと、次に使う人はどうなる？
サッカーは思いやりだよ。パスを受ける人の立場になって受けやすいボールを出す
ことから始まるんだよ。
これから何十年も続く君たちの人生も一緒だよ。人を思いやる気持ちを大事にしな
さい。

デットマール・クラマー

強いものが勝つんじゃない。勝ったものが強いんだ。
フランツ・ベッケンバウアー

PKを外すことができるのは、PKを蹴る勇気を持った者だけだ。
ロベルト・バッジョ

日の丸。最高だ。こんなに美しい国旗、他にないよ。自分のためだけだったら、とっ
くに辞めてたよ。

ラモス瑠偉
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キャプテン寄稿 私から見た10年目の若手グッドリー

トップチーム・キャプテン 数野昌平

2010年度の若手グッドリーのキャプテンを務めさせていただいた数野です。

今回は私から見た10年目の若手グッドリーのメンバーの姿をコメントしたいと思い
ます。

松田さん、いつもチームを引っ張って頂きありがとうございます。
永山さん、いつもお金の支払い遅くてすみません。
横山さん、いつも若手のことを考え見守っていただきありがとうございます。
野坂さん、ご家族一丸となっての応援いつもありがとうございます。
多田さん、毎回審判ありがとうございます。
服部さん、早くお怪我を治してまたスーパーセーブを見せてください。
土谷 さん、3部昇格したらメンバー登録お願いしますね。
橋本さん、これからもご指導お願いします。
伊藤さん、早く彼女ができるといいですね。応援してます。
生井君、いつでも戻って来てください！待ってます！
たかさん、弁護士試験がんばってください！
メガネ君、まずは空気読むところからだと思うよ。
仁くん、弁護士になったらさすがに下ネタ禁止だよ。
加藤さん、その熱い思いをグッドリーにずっと注ぎ続けてください。
竜口さん、毎回名前間違えていてすみません。
ながちゃん、チームを自信を持って引っ張っていってください！
社長、社長になれるといいね！
直人、期待してるよ。
ラファ、彼女を大切にね。
竹内、プロ目指して頑張って！あとちゃんと金払えよ。
賢次郎、まずコンタクトを作りなさい。
けんた、もうオープンリーグ登録した？
安藤、いつも真剣にまじめに取り組んでくれてありがとう。
酒井、もっと練習に来いよ。
春日、お母さんを大切にしなね。それがチームのためになる。
聖也、あんまり絡んだことないな。
橘、早く部活のみんなに仲間に入れてもらえるといいね。
安田さん、EXILEを毎回仁くんにいじられてかわいそうだね。
平野さん、合コンが実ってよかったですね。

はなちゃん、次の恋を早くみつけてね。

そして最後に自分のことを少し。
遅刻したり連絡が遅かったりしてごめんなさい。でもそんな自分をキャプテンとし
てくれてありがとう！
そしてみんな、サッカー・フットサルを愛する心と情熱を持ってグッドリーをこれか
らも支えてください！
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｢眠眠CUP｣フットサル大会
2011年６月５日は眠眠打破presents ｢ 眠眠CUP｣フットサル大会に 参加させて
もらいました。
なんと１１０チーム近くの応募から１６チームが抽選で選ばれ、運良くGOODLYも
参加出来ました。奇跡は応募から始まったのかも知れません。キャンペーンの締
め切り３０分前に若手チームの人工芝練習に参加費無料だし、何気なく応募した
のが当選しました。

当日は、４組４チームごとのリーグ戦があり上位２チームが上位トーナメントに進め
るとの事です。
１試合目は、なんと残り時間３０秒まで１対１のスコアでしたが、隣のコートのホイッ
スルを相手ＧＫが勘違いしてプレーを止めた所にジンの決勝ゴールが決まり勝利
出来ました。（ＧＫさん申し訳ない）。これも１つの運！！
２試合目はスイッチが入り得点を重ねる事が出来、おじさんメンバーも出場出来ま
した。３試合目は、いけません。チームの意思統一がないので、攻撃・守備がばら
ばらで残念ながら１敗しました。リーグ戦2勝1敗、2位で決勝上位トーナメントへ。

昼食タイム・・・。
いつもならここで気が抜けてしまいますが、キャプテン数野を中心にリーグ戦の負
け試合中心に調整。
するとトーナメント1回戦は守備意識があり0対4で勝利。
つづく準決勝でまたまた、奇跡が・・。
ゲームのほとんどは、こちらのペースでしたが、

相手が引いていたので得点が入らず結局1対1でPK戦に。

眠眠打破マンをはじめ多くの観衆、ＭＣの福西さん・

加藤さんの司会の元でＰＫ戦がはじまりました。

まずは数野が1本目。ゴール!
相手チームもゴール！でも服部さん反応していました。
そしてジンが2本目。キーパー正面。ノーゴール。
相手チームがゴールなら相手の勝利ですが、服部さん横っ飛びでボールをはじ
く。ＭＣの加藤さん｢キャー！！｣
このＰＫ戦、会場全体が本日の目玉をなっています。
3本目はラファが右下に決めました。ゴール!
流れから行くと相手のキッカーはかなりのプレッシャーだと思います。
相手の3本目、またまた服部さん横っ飛びでボールをはじく。
運を引き寄せＰＫ勝です。
こうなると決勝戦は、キャンペーンのコピーどおり

｢負けられない戦いに、眠眠打破｣と気合が入りました。
決勝戦は｢サザエサン｣（見覚えがあるチーム）
今日一番の集中できた試合で、コート内でも、

ベンチからも声が出ていて良いゲームでした。
そして優勝。

今日の収穫は、チームで話し合いが出来て悪い所を修正できた事。
それと、何気ない応募メールから優勝出来て、運も続き、良い思い出になりました。
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キャプテン寄稿 ホンダカップ2008全国大会（Ｏ－40） 準優勝！

シニアチーム・キャプテン 吉松直樹

2008年8月10日、日曜日、和光市総合体育館。昨日までのうだるような暑さが一
休みした感がありましたが、 GOODLYのオヤジどもはとっても熱い戦いをしてき
ました。

準決勝：VS関西第二代表「FCテッペイ」
勝てば決勝戦へ進出がこの一戦。いつものように試合前ミーティングで意思統一。
負ければ後はない、相手の実力は未知数、試合時間は７分７分。よって先制点が
大切、プラスこちらの人数は多い（９人）。そんな冷静な分析と、予選で勝てた戦
い方という極めて非科学的な縁起担ぎもあって、前線からチェイスする「犬っころ
GOODLY作戦」に決定し、キックオフ！
いざフタを空けてみれば、相手チームは当たりが強い、詰めが早い．．．．。一瞬
汗．．．。
シュートも打たれたけど、本さんが集中していたので怖くなかった。
ただね、ボールが廻わらない。局面でのつぶしあいが多く、相手もなかなか廻せ
てなかったか。
この手のつぶしの早いチームが苦手、この試合１点で決まるかも、といった流れで
前半終了。
バタバタと浮き足立っているので、落ち着こう、いつものGOODLYでいこうぜ（少
し照れくさい）、と話し合って後半スタート。

2分頃かな、1点取れちゃった。
横さんが右サイドで奪ったボールを自分が受けて、左サイドの松さんに流した。左
サイドでひともんちゃくあって、相手の集中が途切れた時に、松さんがすばやくリ
スタート、それを横さんが自分の前にエンジェルパス。
前後はよく覚えてないけど、けっこうその瞬間は冷静で、インサイドでゴールの低
め逆サイドをもう自動的に狙っていた。保さんがキーパーのブラインドになってい
たかも？
後は横さんがライン際でいやらしくキープしまくる。キックインやコーナーを取った
らたっぷり時間をかける。本さんもゴールスローで前線の深っか～いところに、滞
空時間たっぷりの山なり天井サーブならぬボールを放り込む。
おまけに、ベンチに座っている人間もタッチラインを割ったボールを取りにいかな
いし．．．。
まさに、チーム一丸マリーシア。カラダが動かないならプレーを工夫する。ちょっと
本来の意味と違うけどね。
相手のイエローも２枚？誘って、「老獪」という言葉は、読んで字の如し、後半の
GOODLYオヤジどもにこそふさわしかった。
１得点でも勝ちは勝。浮き足たたないことが大事ってことを改めて学んだ１戦。
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決勝戦：VS関西第一代表「YONAIT」
試合前、相手は第一試合を５－１で勝ったとの情報をゲット。
おまけに「日系のブラジル人が中心のチームで、民間フットサル大会優勝の常
連」らしいと。急遽、作戦会議。
まともにやって勝てる相手ではない。下手に仕掛けたらかわされる、攻め込まれる、
と早々にあっさりと結論に達し、「GOODLYカテナチオ作戦」を決定。とても謙虚。
とにかくこの線から前に出るな、仕掛けるな、我慢しろ、シュートコースを塞げ、耐
えて、耐えて、耐え抜いて、一発速攻にかけよう。
その時、誰かが言った。

「相手がブラジルなら不足は無いっ！９６年アトランタ五輪「マイアミの
奇跡」を再現しようではないか！」

誰かが続いた。
「そうだ、あの時の日本もサンドバッグだった。でも、ブラジルのDFとGKが自滅す
る一瞬の隙を突いて得点し、見事に勝利したではないか！」
すかさず誰かが継いだ。
「そうだ！ちょうど今、北京五輪も開催中である！今夜我が代表はナイジェリアの
スーパーイーグルスと戦う。若きサムライ・ブルーのその勝利に、我らもまた勝利
で華を添えようではないか！」

ひとり一人が、すっかりそして勝手に、あの時の監督西野朗に、キャプテン前園
真聖に、クロスを上げた路木（名前忘れた）に、ヘディングを競った城章二に、そ
してこぼれ球を押し込んで決勝点を上げた伊藤輝になっていた。
というわけでキックオフ。
きつかった！
そう！それを将棋に例えるなら、本さんという「玉」を、酒さん、上さん、宮さん、横
さんの「香金銀角」で取り囲む、まさに「穴熊」のようなフットサル。
それはそれで、きつかった。
千本ノック、雨あられまではいかないが、けっこう打たれた。
先発はもとより、交代で入った、春さんも、松さんも、みんな献身的で涙ぐまししく、
フォア・ザ・チームに徹した。
そこには、自己を滅して和を尊ぶ。そんな大和民族の敢闘精神の美しささえ感じ
たのだった。
前半は無失点。0-0で終了。
まさにブラジル相手に「和光の奇跡」。確かに作戦は効いた。
今まで、そこまで敬意を表して守ってくるチーム、専守防衛してくるチームが無
かったのだろうね。まして決勝戦だし。
（それがシロート集団の、謙虚さという「強さ」か）
初戦で、あの関東予選の１４分間で１０点を取った破壊力抜群の関東第二代表
チームが、なんと５点取られて負けたくらいなのだ。
ハーフタイム、相手はちょっとイラついていたかも。というか理解に苦しんだかも。
（もっともポルトガル語なのでよくわかりませんが）
でも、要は点を取られないことである。残りは７分である。
そのうちキーパーがじれて前に出てくるかもしれない。

そうしたらチャンス！横さんが無人のゴールに、

遠くから蹴りこめば、イケル！

そんな期待をいだいて後半スタート。
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でも相手も考えていた．．．．．．。
カテナチオの外側で廻し始めて、時折サイドの深いところにクサビを入れてくる。
穴熊の中にもぐりこんでくる。
こちらが、マークの受け渡しや、シュートブロックで、一瞬躊躇する隙を狙って、穴
熊の外から、ミドルをどんどん打ってくる。
かろうじて本さんが止めていたけど、結局、後半で２点取られた。こちらはほとんど
組織攻撃のカタチを作れず。
横さんが粘って数本放ったロングと、高さで勝負と

コーナーキックから上さんが空中戦を挑んだくらいか。
特に２点目はホントに角度の無いサイドの深いところから

すばやいシュートを決められた。トウキックかも？
基礎技術の違いを改めて見せつけられた１戦。
練習しようね、穴熊作戦も。

「マイアミの奇跡」は再現できなかった。
でも下町オヤジのシロート集団がここまで来ることができた。
正直まぐれかも知れない。
たしかに、最小得点（予選からの得点は合計４点）だし、マイナー大会（オーバー
４０の参加チームは関東で８つ）だし。
でもね、１点差勝ちばかりでも、一応「全国二位」になった。これはすごいよ。
全国大会で１勝したこと、なんだかんだでも「決勝進出」したことが、何より大きい。
つまり、やってきた方向に、間違いはないのだ。たぶんね。
ただまだ足りないものがあるだけだ。それを今後修正しよう。

４つの感謝。
そしてその前に、ここで４つのことに感謝しよう。
１）毎週練習場所を貸してくれる「大島西中」。「亀戸スポーツセンター」も含めて。
２）元日本代表のタイトルがありながら、なぜかこの町内会チームに熱くつきあって
くれる「監督」
３）毎度の土・日の「サッカー道楽」を、あきれながらも認めてくれる？愛する「家族
たち」
４）そして何よりも、下は中学生、若手、そして登録の関係で出場できなかった人
含めて、上は５０歳を越える全ての「仲間たち」
この４つが無ければ、オヤジどもはここまで来ることはできなかった。
ありがとう、謝謝、サンキュー、メルシー、グラシアス、そしてカムサハムニダ。
（所属する全員の国語で感謝を述べると、６種類になるよ）
GOODLYは結成８年（当時）。面白くなってきたよ。
次は若手の番だ。オープンリーグ、期待している。
そしてU15にも、もちろん女子にも。
当然、オヤジどももまだまだ隠居する気はないからよろしく。
更なる強化で、来年のリベンジを目指す。

さあ、また新しい１年を始めよう。
（来週ピッチで祝勝会＆秋山さんの快気祝いをやったらね）
何かの終わりは、常に何かの始まりでもあるのだから。
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下町オヤジ・フットボーラーの得意技

秋山 砂町の核弾頭。またの名を宴会副部長。チャンスでのドリブル突破は危険な香り。 ＊１

安藤 前線からの相手の攻撃の出所をけん制する献身的な好チェイス。

石崎 サイドからセンターにすっと潜り込む横のムーブは、攻撃時の中継ポイント。

上村 ライン際で相手を背負ってかわすジダンのような大島ルーレット。Ｇｏｏｄｌｙのスカイツリー。

春日 積極果敢なターン。ゴール前への詰めで得点。

酒井 最長老にしてご意見番。マークを背負った時の体の入れ方はまさに老獪。

多田 審判部長。常に笑顔を絶やさぬ、冷静にして厳格なジャッジ。Ｇｏｏｄｌｙの上川徹。

永山 ゴール前で、はたく、預ける。受け手にやさしいソフトタッチのポストプレーは仏の領域。

中村 クライフもどきの足裏ターン。14番は伊達でない。

成瀬 ファーサイドの魔術師。横山さんの鋭いクロスへ飛び込みはテニスで言うならネットボレー。

野坂 Goodlyの野人岡野。抜かれても追いつくスピード。時にスルーパスを追い越すことも。

服部 空飛ぶ４０代男。その空中姿勢の美しさは、亀戸天神裏のミル・マスカラス。＊２

松田 振り向きざまの左足シュートは得点力大。年季のサッカーノートは練習パターンの宝庫。

濱野 新加入。まだまだ本性わからず。

宮下 タフなマンマーク。Ｇｏｏｄｌｙの壊し屋小村徳男。仙台赴任中。＊３

本橋 足元へ潜り込む飛び込みは、三菱重工の田口を彷彿。漁師顔負けのネット補修術。 ＊４

保地 高音が魅力。キーパーもこなせる貴重な存在。ミドルレンジからのキック力は健在。

山岸 貴重なドリブラー。年齢を感じさせない走力はチームナンバー１。

横山 左足の強シュート。振りが見えないっ！タイトルがかった試合は家族も怖がる「鬼」と化す。

渡部 彼もチームに貴重なドリブラー。50代にしていっそう磨きがかる切り替えし。

吉川 葛飾から潜入中の名誉会員。背番号は９９。

吉松 一言多い子連れ。Goodlyの鬼軍曹ドゥンガ。でも認めて欲しいパスへの密かなこだわり。

＊１：元FC東京監督の原裕実。現役時代ヘディングが得意。ついたあだ名が「アジアの核弾頭」。

＊２：メキシコのプロレスラー。最も著名な覆面レスラー 「仮面貴族」。華麗な空中殺法が人気。

＊３：屈強さで勝負する典型的ストッパータイプ。記念すべき代表デビュー試合でいきなり退場。

＊４：Aマッチ出場59試合。低迷期日本サッカーを支えた。引退後その体型からバラエティ番組へ。

（文責：吉松）
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キャプテン寄稿 女子チームは女子チームらしく頑張っていきます女子チームは女子チームらしく頑張っていきます

女子チーム・キャプテン 安田雅乃

いつも誰かに支えらえれ

いつも誰かに助けられ

今女子チームが楽しくフットサルをできているのは本当に皆様のお陰だと思って
います☆

多いときは8人いた女子チームも今では5人(^_^;)
高校生から主婦まで幅広な5人は、なんだか仲良いなぁ♡って思います!!
みんなへ

☺つぼねっち

みんなのお母さん。いろいろと気を遣ってくれてありがとう☆

つぼねっちのナイスセーブには何度も助けられてるよ!!
これからも「局の舞」の披露お願いしますm(__)m

☺あっこさん

初めてあっこさんて呼んだぁ(笑) 
努力家なあっこさん。一番上手になったと思う♡

特にディフェンスとトラップが！

結婚式楽しみだなぁ…
これからもよろしくね♪

☺はなちゃん

はなちゃんと出会えて本当によかったよ☆

いろんな意味で(笑)
はなちゃんのシュートには頭が下がります_(._.)_
これからもたくさん点取ってね☆目指せ!!優勝(^_^)/

☺しほちゃん

しほちゃんとフットサルやると本当に楽しい♪

なんとなぁく気が合うような気がするのは私だけ？

早く怪我治してまたいっぱいボール蹴ろうね(^_-)
やっぱしほちゃんなしでは女子チームの真の強さは出せません(笑)

最後になりましたが…
これからも女子チームは女子チームらしく頑張っていきますので

よろしくお願いします!!
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キャプテン寄稿 「頭と心でプレーしろ！」

U-15・２０１０年度キャプテン 野坂竜郎

自分は、中学校三年間のサッカーをGOODLYで教わってきました。

三年間の中で楽しいこと、難しいこと、時には鬼のような厳しいときもありました。
厳しいときは、最初の挨拶の時からムードが違い、その日は身も心もズタズタに
なっていました。ですが、厳しいときがあったからこそ今があると思っています。

GOODLYは育成のクラブチームでしたが、どこのクラブチームにも劣らぬ指導を
して貰っていました。

今は修徳高校でサッカーをしていて、色々な有名なクラブチームでの選手が揃っ
ていますが、こんな僕でも自分が教わってきたことは間違ってなかったと実感して
います。

GOODLYでは、いつも「頭と心でプレーしろ！」と言われてきました。この先は、
もっとうまい選手達との中で戦って行くと思いますがGOODLYで教わった「頭と
心でプレーする！」を忘れずにやっていけば必ず自分の夢を掴めると思います。

本当にこんな大切なことを教えてくれた横山コーチと一緒に戦ってきた仲間、並
びに父兄の方々、そしてGOODLYの皆様本当に感謝しています。

これからもGOODLYのスローガンである、「信頼・尊敬・感謝」の気持ちを胸に頑
張って行きたいと思います。

本当にありがとうございました。
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トップチームのメンバーから

この素晴らしいチームが、これからもずっと輝き続けますように！！

上野仁平
Goodly十周年！！

おめでとうございます。

Goodlyという素晴らしいチームができてからもう十年ですか。西大島の片隅で、
優しくて気さくなおじさん達が楽しそうにフットサルをしている。女子もいれば若者
もいて。永山さんと松田さんを中心に、みんなでチームを作り上げていく。

そんなGoodlyの雰囲気が大好きです。

この素晴らしいチームが、これからもずっと輝き続けますように！！

まずは祝・十周年！！！

一生蹴球！！これを体現しているチームがGOODLYだ。

桜田晋太郎
GOODLY結成10周年おめでとうございます！ブランクが空いてもいつもみんな
あたたかく迎えて入れてくれて本当に感謝します。

一生蹴球！！これを体現しているチームがGOODLYだと思っています。これか
らもよろしくお願い致します。

親父達が作ってきたこのチーム15周年、20周年と続けて行くためにも

若手がチームを引っ張っていきます！！

松田直人
2011年でGOODLYは結成10周年を迎えました！！中学生の時から様々な年
代のチームメイトとボールを蹴り続けていて気付けばこんなに時間が経っていた
なんて驚きです。

大学の４年間を京都で過ごして居たためチームを離れている時間がありましたが
GOODLYの皆は暖かく送り出してくれて、帰ってきた時もいつでも優しく迎え入
れてくれました。

その度にGOODLYに居て良かったし、いいチームに成長しているんだなと実感
していました。

これからも親父達が作ってきたこのチーム15周年、20周年と続けて行くためにも
若手がチームを引っ張っていきます！！

それで、いつまでも皆でフットサルしていきましょう！！
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シニアチームのメンバーから

フットボールクラブGoodly 10周年を迎えて

秋山昌海
早いもので10年になるのですね。

子供のサッカークラブの引率でグランドにいたところを代表の松田さんに声を掛
けて頂き入会させて頂きました。それからはフットサルやサッカーが出来る休日が
毎週の楽しみでしかたありません。

しかしながら10年も続けて楽しませて頂いている理由はフットサルそのものの魅
力もありますが、一緒に楽しむ仲間の存在がとても大きいと感じています。

年齢や男女の性別を超えてフットサルを楽しむ仲間がいる。

グッドリーの仲間達のフットサルの技術は千差万別です。

元プロサッカー選手から掃除機をボールに持ち替えた主婦まで本当に色々な仲
間がいます。

みんな明るく“それぞれの技術”に応じて競技を楽しんでいますね。

職業は建築設計、放送局、電話会社、県庁職員、広告代理店、証券会社、個人
タクシー、飼料店経営、アパレル、サッカープロコーチ、司法試験挑戦中まで何
でも揃っています。

練習の合間にはこのフットサル仲間と全く異なる職業についてプロフェッショナル
なお話を聞くのも楽しい時です。

これからもみんなで仲良く20周年、30周年と楽しみましょうね。

40歳からのクラブ活動～こんなに熱くなるなんて～

石崎勝己
10周年おめでとうございます。

40過ぎからのフットサルも、はや7年、週1.5日で計算して546日、1.5年分になり
ます。なんだかんだで、相当深く入り込んでいます。

老若男女、素人から元日本代表まで入り混じり、人との出会いがあり、下手な親
父でも、居心地が良く、長く続けられるが、Goodlyの良さだと感じています。

欲を言えば、あと少し、勝つ喜びが加わって、永く続くことを願っています。

これからも個々の個性を大切にしておおらかなチームカラーで、
酒井聡雄

10周年になりますか・・・。

少人数での発足、試合をするのも大変でした。序々に増えてきて、横山さんが参
加して一皮剥けたチームになり、都リーグに参加し立派なチームになりました。

メンバーの年齢も技量も性格もばらばらだからこそ発展できるチームなのだと思
います。

その分まとめて来た方々、松田さんや永山さん大変なご苦労がありました。大きく
発展した10年だったと思います。

これからも個々の個性を大切にしておおらかなチームカラーで、さらにクラブとし
て発展して欲しいと思います。
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シニアチームのメンバーから

ボールを蹴る楽しさを教えてくれたGoodly
中村太

10周年おめでとうございます。

私はサッカーもフットサルもやったことがなかったのにGoodlyの方々に教えてい
ただき、蹴れるようになりました。ありがとうございます。

未経験から７年が経とうとしているけど、ミスが多くて迷惑をかけてしまうこともしば
しば。けど、楽しく参加させていただいています。ボールを蹴る楽しさを教えてく
れたGoodly、それを支えている皆様に感謝感謝です。

凄いチームだよ！残してね若手！！

成瀬俊之
凄いチームだよ！親と子供、友達、女子、サッカー好きなら誰でもOk ？
皆が楽しんでいる!!こんなチーム他にある？残してね若手!!

孫と一緒にフットサルをしたいものです。

服部英史
Goodly10周年おめでとうございます。10代から50代まで幅広い年齢層で構成さ
れているチームであるGoodly。フットサル・サッカーを愛するGoodlyファミリーの
一員であることが自慢です。あと何十年かしたら孫と一緒にフットサルをしたいも
のです。

60歳まで、頑張って現役します。

本橋和夫
十周年おめでとうございます。まだまだ60歳まで、頑張って現役します。

今後も5年10年とケガの無い様お互い楽しく続けて行きましょう。

FC.D‘z吉川

この度は10周年おめでとうございます。GOODLYさんと当チームとは7年位のお
付き合いになりますが何時も楽しくフットサルにサッカーにやらさせてもらっていま
す。GOODLYさんは個性のある楽しい方達が多く、当チームのメンバーは大人
しい為大変助かります。

今後も5年10年とケガの無い様お互い楽しく続けて行きましょう。



Futsal Team Goodly 26

女子チームのメンバーから

あらやだわぁ、10周年ですって。

春日洋子
春日です。
あらやだわぁ、10周年ですって。
まあ私は女子部創設メンバーですけど、なにか～？そう、すっかり古株よ。
みなさん、私に向かって「ママ」とか「お母さん」って言うけど、特にシニアのみなさ
ん、あなたがたの母だったらえらいことよ！やめてくださる？
あっ、そうそう、永山さん、年齢のマスキングを引き続きよろしくね。

第二の家族のように思っています☆

小暮華子
10周年おめでとうございます！
私がグッドリーに入ってからの歴史はまだまだ浅いですが、グッドリーの皆様は優
しくあたたかいのでなんだか第二の家族のように思っています☆
これからもフットサルやそれ以外でもたくさんエンジョイ出来るグッドリーに携わっ
て行きたいです。(≧∇≦)

GOODLYサイコー!!
佐々木紫穂

10周年おめでとうございます!!
これからも楽しくフットサルやっていきましょう-!
GOODLYサイコー!!

世代を超えた素敵な仲間との出会いに感謝！

平野阿紀子
Congratulations on the 10th anniversary of GOODLY:)
大好きなFutsal、世代を超えた素敵な仲間との出会いを与えてくれたGOODLY
に感謝です！
これからも宜しくお願いします♪

この出会いに感謝です(-人-)
安田雅乃

10周年おめでとうございます！！

この出会いに感謝です(-人-)
これからも末長くよろしくお願いします☆彡
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巻末特集「一期一会」

結成10周年の歩みと出会い①
2001年度
2001/02/26 チームホームページアップ・活動開始
2001/03/10 調布市年齢別大会O-37の部（予選敗退）
「GOODLY初めてのフットサル大会参加」
2001/05/20 初ユニフォーム完成
「紺の下地にカナリヤイエローのゼッケン TOPPER製」
2001/06/10 Venga2001東京体育館ビギナー（大会優勝）
「シニア・若手の合同チームで初優勝する」
2001/07/20 調布市年齢別大会O-37の部（予選敗退）
「シニアだけではまだまだ力不足」
2001/09/01 Venga2001東京体育館スーパービギナー（大会準優勝）

2002年度
2002/02/28 江東区社会教育関係団体申請・登録
2002/06/30 大島西中学校体育館【ホームグランド】練習開始
2002/09/08 GOODLY CHALLENGE 【主催交流試合】大島西中学
校体育館にて開催
「フットサル愛好チームとの親睦を図る」

2003年度
2003/07/11 都立学校体育施設使用団体申請・登録
2003/08/17 向島フットエイト（８人制）開始
「ＦＣソランと出会う」
2003/08/31 江東区フットサル大会（予選敗退）
「江東区のフットサル大会（サッカー連盟主催）に初参加」
2003/08/31 セカンドユニフォーム完成
「白の下地に青ゼッケン PENALTY製」
2003/10/13 江東区 第３回ASC杯フットサル大会（ベスト４）
「有明スポーツセンター主催大会に初参加、しゃけに出会う」

2004年度
2004/03/14 江東区第４回ASC杯フットサル大会（ベスト８）
2004/05/16 向島フットエイトリーグ開催 （O-30交流）

2004/07/11 NIPPONHAM CUP O-30大会（予選敗退）
2004/10/11 江東区 第５回ASC杯フットサル大会（ベスト８）
2004/12/25 第１回 GOODLY CHALLENGE CUP 自主大会開催
（亀戸スポーツセンター）
「この頃から亀戸スポーツセンターをホームコートとする第５回まで続き
その後大江戸リーグに発展する」
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結成10周年の歩みと出会い②

2005年度
2005/06/11 NIPPONHAM CUP O-40大会（ベスト４）
「原町ペアレンツと出会う」
2005/10/10 江東区 第7回ASC杯フットサル大会（準優勝）
2005/11/23 オーエドO-35大会（ベスト４）
「D’zと出会う」
2005/12/23 GOODLY CHALLENGE CUP（大江戸０８２フットサルリー
グプレ大会）開催

2006年度
2006/02/12 女子チーム活動開始
2006/03/12 第８回ASC杯フットサル大会（優勝）
2006/03/25 大江戸０８２フットサルリーグ開始
2006/05/04 女子チーム初試合：御殿下なでしこカップ参加「写真
2006」
2006/05/28 ニッポンハムカップO-40大会（ベスト４）
2006/06/18 第３回すかいらーくグループチャレンジCUP（女子）（予選
敗退）
2006/07/16 コカコーラCUP(地区優勝) 
2006/08/20 コカコーラCUP決勝大会（予選敗退）
2003/09/12 サードユニフォーム完成
「紺の下地にイエロー縦縞に初のエンブレム付き PENALTY製」
2006/10/09 御殿下ビギナークラス（準優勝）
2006/10/15 ミスド（MIX)リーグ開始
「シニア・若手・女子・中学生などのミックスで優勝チームにはドーナッ
ツ」
2006/11/19 フットワンO-35リーグ参加

2007年度
2007/02/18 フットワンO-35リーグ終了（準優勝）
2007/03/11 第８回ASC杯フットサル大会（準優勝）
2007/04/08 サッカー区民大会初参加
「１１人制のサッカーを始める」
2007/09/23 千代田区O-40大会（４位）
2007/10/08 第２回HSCカップ（オープン）（優勝）
「江東ケーブルテレビ取材・気分は爽快で放映」
2007/12/22 第３回亀戸フットサル大会（オープン）（優勝）
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巻末特集「一期一会」

結成10周年の歩みと出会い③

2008年度
2008/03/09 第10回ASC杯フットサル大会（予選敗退）
2008/03/29 リーガ.デ.トゥールガ（亀戸SC）フットサル大会（準優勝）
2008/04/01 GOODLY U-15 活動開始
2008/06/21 HONDA CUP O-40大会 関東予選（優勝）
2008/06/28 第3回リーガ.デ.トゥールガ フットサル大会（準優勝）
2008/08/10 HONDA CUP O-40大会 全国大会（準優勝）
2008/11/22 第6回リーガ.デ.トゥールガ フットサル大会（準優勝）
2008/12/27 第7回リーガ.デ.トゥールガ フットサル大会（準優勝）
2009/01/11 2008年東京都オープンリーグ（BumB）（リーグ４位）
「トップチーム初の公式リーグ参戦」

2009年度
2009/01/24 第8回リーガ.デ.トゥールガ フットサル大会（優勝）
2009/03/28 第11回ASC杯フットサル大会（3位）
2009/06/13 HONDA CUP O-40大会 東京予選（予選敗退）
2009/07/12 フットサルチャレンジ2009（予選敗退）
「4th ユニフォーム完成、初の長袖 白の下地に青ゼッケンPENALTY
製」
2009/11/08 コパチリ2009 O-40大会 （予選敗退）
2009/01/29 2009年東京都オープンリーグ（千住大橋）（リーグ７位）

2010年度
2010/03/07 2009年江戸川区フットサルリーグ（オープン）（優勝）
2010/03/14 第12回ASC杯フットサル大会（優勝）
2010/06/05 眠眠CUPフットサル大会（優勝）
「5th ユニフォーム完成 イエロー下地の青ゼッケン PENALTY製」
2010/06/12 フウガ×すみだフットサル大会（エンジョイ）（８位）
2010/06/26 HONDA CUP O-40大会 東京予選（予選敗退）
2010/07/04 フットサルチャレンジ2010（予選敗退）
2010/10/10 2010年江戸川区秋季大会（オープン）（３位）
2010/11/08 コパチリ2010 シニア大会 （予選敗退）
2010/12/02 2010年東京都オープンリーグ（臨海）（リーグ７位）
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10周年記念DVD ＆ あとがき

FUTSAL TAEM GOODLYの10周年記念冊子がついに完成致しました。
始まりは、昨年の忘年会の席で、誰からともなく記念になる物をやりたい・やるし
かない・やるべきだ！と言い出した事からでした。
アルコールが入っているせいか、秘蔵写真集・お宝小冊子・記念のDVDと次々
にアイデアが、出て来て大盛り上がりの中、まずは表紙からと言う事で、年明け
の初蹴りで、歴代ユニホームを着て横断歩道を横切る、アビーロード風の撮影を
敢行したのです。
サッカーに通ずる一瞬のアイデアに、みんなが乗りすぐに実行・楽しんじゃえ精
神が、GOODLYの良いところだと思います。
シニアのサッカーは、ワンプレー事にお疲れタイマーが点灯するので、みんなで
パスを回して疲労を、みんなで共有する発想が長くプレーする秘訣です。
今回の企画も、多くのメンバーのパスが繋がってスーパーゴールが生まれました。
さらに追加点を狙って行こうと思います。

2011年６月
チームHP管理人 松田智明
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