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◇◆ Sリーグの開催中止 ◆◇ 
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◇◆ 2021season 全体活動報告 ◆◇ 

 

精神障がい者を対象としたフットサル大会の企画・運営を中心に様々な活動を行ってまいりました。 

開 催 日 主催等 内  容 

６月１９日（土） 主 催 
第 1回 サルさぽカップ 20２１ 

会 場：サイデン化学アリーナ（さいたま市）参加者：６チーム 

１１月 2７日（土） 主 催 
第２回 サルさぽカップ 20２１ 

会 場：春日部市立庄和体育館（春日部市）参加者：８チーム 

２０２２年１月～2月 主 催 
埼玉県精神障がい者フットサルリーグ（Ｓリーグ）20２１ 

開催中止 

３月１３日（日） 運 営 
ソーシャルフットボール関東大会２０２１ 第１日程 

会 場：春日部市立庄和体育館（春日部市）参加者：７チーム 

6月予定 主 催 
２０２２シーズン埼玉ソーシャルフットボール協会 総会 

会 場：ZOOM会議 

 

 

 

 コロナ禍において各チームが思うようなフットサル練習も出来ない中で、2021season の S リーグ

は運営委員会の協議により中止という苦渋の決断となりました。 

この状況下でも感動を共有するべく準備を進めてはいました。S リーグを心待ちにする多くの声、コ

ロナ禍だからこそ万全な感染対策に努めて開催し、当事者のみならず社会に元気を与えたい‼そのよ

うな熱い思いを胸に SSFA運営委員会ではなんとか開催できないだろうかと協議を重ねていました。 

結果としては、感染対策として十分な体制を整えることが困難であることや、支障なく大会運営を行

うための運営スタッフの確保が困難となったこと、そして全国で急拡大していた新型コロナウイルス感

染状況下で、我々SSFA ソーシャルフットボール協会の理念である「地域社会におけるソーシャルインク

ルーシブな活動を展開していく団体」であることなど、様々な点を考慮して国や社会の自粛要請に協力

することと致しました。 

 Withコロナ2年目となった2021年。プレーへの昂る気持ちを抑えなくてはならない

状況が続きました。感染症対策のための準備をしながらも、これまで続けてきた S リーグ

を開催直前に中止とした悔しいシーズンとなりました。それでも感染状況に応じながら、

交流イベントを開催したり、普及活動に取り組んだりと臨機応変に活動を展開してきまし

た。翌年こそ、我慢してきた思いを発散できるくらい活発なシーズンになることを期待し

つつ、今シーズンの報告をさせていただきます。 
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◇◆ 第 1回サルさぽカップ atサイデン化学アリーナ ◆◇ 

2022season の S リーグこそは開催を実現するために、SSFA 運営委員や当事者、支援者の皆様で一

丸となってこの社会情勢を乗り越えて、安心して楽しめる企画運営を目指していきたいと考えています。 

【担当 前原】 

 

 

 

 

2021年６月１９日に行われた埼玉県さいたま市にあるサイ

デン化学アリーナで行った交流イベント【サルさぽカップ】。

2021 年度のキックオフイベントとして６チーム約７０名を超

える方が参加し、盛大に開催しました。 

広いサイデン化学アリーナの特性を生かし、６チームを２グ

ループに分けてのグループ予選。そして各グループの同順位

同士による順位決定戦方式で競いました。交流イベントという

ものの、久しぶりの試合ということで各試合は白熱。第一試合

のキックオフより熱気ある雰囲気のなか行われました。 

 

グループＡ １位：フレム・２位：カンジャーレ・３位：Breezers 

グループＢ １位：オレンジ・２位：ソシオ所沢・３位：桜フェリシータ 

順位決定戦 優勝：フレム・準優勝：オレンジ・３位：カンジャーレ 

 

順位決定戦終了後には交流時間も設け、イベントに参加した選手だけ

でなく、来館した運営・チーム関係者混合で即席チームを作り、フットサル

を通した文字通り「交流」の時間を楽しむことができました。真剣勝負で

楽しむフットサル・和気あいあいとした雰囲気で楽しむフットサル、ともに

フットサルというスポーツの可能性を強く感じる時間になりました。 

新型コロナウイルスの感染拡大が広がりと収まりの交互を繰り返しているなか行った今回のイベント。

イベント当日２週間前からの健康管理、大会当日の終日マスク着用・手洗い・うがい・消毒の徹底、そして

大会後の健康観察期間の設定と、感染対策に対し多大なるご理解とご協力を得て実現し、一人の感染

者も出さずに成功を収めることができました。改めて、ご協力ありがとうございました。 

また、埼玉県ソーシャルフットボール協会として春日部地域だけでなく、様々な地域で大会・イベント

を実施することで県全体に活動を広げるという意味では、さいたま市サイデン化学アリーナで開催でき

たことも今後の活動へ弾みをつけるものになったと感じています。【担当 金子】 
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◇◆ 第 2回サルさぽカップ at庄和体育館 ◆◇ 

◇◆ソーシャルフットボール関東大会２０２１◆◇ 

 

 

 

例年であれば Sリーグを盛大に開催するところではあったのですが、2020年から続く新型コロ

ナウイルスの影響で直近まで緊急事態宣言下にあり、身体を動かす機会が例年以上に減少してしまい

ました。そこで、ウォーミングアップイベントとして楽しくかつ真剣に身体を動かすことを目的に、サル

さぽカップを開催しました。サルさぽカップは、障害があるなしにかかわらず、いつも当協会を応援し

てくださる様々な皆さんで一緒にボールを蹴って、活動を盛り上げることを趣旨としたイベントです。 

  今シーズンはさいたま市内で行った６月に引き続き、１１月にも春日部市内の体育館で実施するこ

とができました。 

試合は７分ハーフの前後半戦でハーフタイムは７分という長めのハーフタイムだったのですが、どの

試合も前後半通して白熱した試合を繰り広げていました。肌寒い季節でしたが、皆さんいい汗をかい

ておられたのが印象に残っております。 

新型コロナウイルスの影響で他のチーム同士で話す機会が少なくなったと思いますが、顔を合わせ

たらお互いの近況報告をし合う様子を見て、当たり前だったこういう機会が少しずつ増えていければ

いいなと感じました。 

【担当 有賀】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和 4年 3月 13日(土)・21日(祝月)の 2日間、令和 3年 9月にコロナ禍で延期となっていたソ

ーシャルフットボール大会が、埼玉・東京で開催されました。 

埼玉県からは FREM FC、S.F.C.SocioTokorozawaの 2チームが代表チームとして出場しまし

た。これまで選抜チーム「埼玉 CAMPIONE」としてきた埼玉としては、初めてクラブチームが出場して

います。 
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 ３月１３日のＡグループには S.F.C.SocioTokorozawaが出場。２戦ともにソシオらしい粘り強い守

備を見せるも、強豪 Espacio(千葉)とチーム力を高めてきた FC イグナル(東京)に敗戦、第３位とな

り予選リーグ敗退となりました。初の関東大会出場となったチームからは、良い経験ができたとの声が

上がり、次の大会に向けた思いが伝わってきました。 

 Bグループには FREM FCが出場。BOSCONEXT(東京)には打ち合いを制し、ブルースカイには

失点ゼロで確実に勝利を重ね、FC PORT(神奈川)とは接戦の末に引き分け、ブルースカイ(千葉)には

失点ゼロで抑えて、第２位をキープし決勝トーナメント進出しました。 

 迎えた３月２１日は勝トーナメント準決勝で、FREM FCは Espacioと対戦。技術・組織力とも高い

相手に対し、早くシンプルな攻撃で抗戦。共にチャンスを作るも、厳しい前からのプレスに失点を許す。

終盤は FREM FCが押し込むもののゴールは奪えずに悔しい敗戦となりました。 

 ３位決定戦は予選リーグで引き分けた FC PORTと再戦。お互いの闘い方を知る相手同志、チャンス

を潰しあう展開に。１対１の同点の中、より球際を厳しくエースに前を向かせない展開から FREM FC

が勝ち越し点をあげて、第３位を獲得しました。 

 決勝は、技術・チーム力の随一の Espacio(千葉)が、縦に早く強い FC イグナル(東京)に対して、延

長戦の末に接戦を制し優勝。今大会も Espacioのチーム力を見せられた大会となりました。 

 コロナ禍のため無観客開催となった当大会、予選リーグ(埼玉県春日部市)では埼玉ソーシャルふとボ

ール協会(SSFA)、決勝トーナメント(東京都調布市)ではこころリカバリーフットボール協会に運営協力

いただきありがとうございました。また、各大会で審判派遣をいただいた埼玉県サッカー協会・東京都

サッカー協会にも感謝いたします。 

 2022シーズン、R４年 10月 10日に関東大会兼第 4回全国大会関東予選が開催され、11月開催 

の全国大会(徳島)の関東代表チームが選出されます。埼玉代表チームはいかに..活躍を期待しています。 
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◇◆ クラブチームとの共催による交流イベント～カンジャーレカップ～ ◆◇ 
 

 

 

R4年 3月27日 日進フルマークスポーツ

にて、第一回、第二回と好評を博したカンジ

ャーレカップが感染症対策に取り組みつつ 

1年振りに開催されました 

 

ランダムなチーム分けにより既存のチーム

の垣根を越えて交流を深めることができる

フレンドリーな大会の様子が写真から伝わ

ってきます 

オレンジビブスチームは照れつつも「キュン

です❤」ポーズをしています 

 

当日は２３名の選手が参加し、和気あいあいとした中にも真剣に勝利を目指した１日となりました。 

 

また、カンジャーレ独自の取り組みとして、毎回の練習時に[得点者][アシスト者]を集計しており、そ

の年間ポイントがカンジャーレカップでの[得点][アシスト]に加算される仕組みになっています。年間

を通して活躍したのは果たして．．． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チームのみんなで役割分担し企画運営することでまた一つチームの繋がりが強くなる協会が主催す

るものとはひと味違う、チーム独自のカラーが生きた大会をこれからも継続していって頂けたらと思

います。【担当 佐藤】 
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◇◆普及啓発イベント〜大学サークルとのコラボ企画〜◆◇ 
                                 

 

 

 【ZOOM講演会】 

9月 11日(土) 、所属している学生対象

に講演会を行いました。 

●学生さんの感想(一部省略) 

・障害がある方の症状による困りごとの

一つ一つは、私たちの日頃の悩みに近い

ところがあると感じました。 

 

 

【サルさぽカップへの応援】 

3 名の学生が活動に参加し、選手たちと共にボー

ルを蹴りました。顔面でボールを受けるなど迫力あ

る場面も…。 

 

 

 

 

 

 

【オリパラ企画】 

12 月 18 日、オリパラウィークのゲスト

として YouTube配信を行いました。 

下記 URLからご覧下さい。 

(https://youtu.be/-0uxTab-Dq4  ) 

 

 

 

【上智大学代表ニ名からの感想】 

フットサルのもつ力を、生配信で全国に届けられたことを嬉しく思います。 

オリパラウィーク統括 何川遥香 

ソーシャルフットボールの魅力を知り、発信させていただくという貴重な経験をすることができました。 

コミュニケーションカテゴリーリーダー  池ヶ谷レイ 

 【担当 鎌田】 

https://youtu.be/-0uxTab-Dq4
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◇◆SSFAホームページリニューアル◆◇  

 

今年度より、SSFAの公式ホームページをリニューアルいたしました。 

主なコンテンツは変更しておりませんが、全体を SSFA のロゴカラーで

ある赤と白をメインカラーにし、デザインを統一いたしました。かつ

SSFA の活動を知らない方がサイトを訪れた際に、SSFA の活動内容が

分かりやすいようにトップページと各ページの構成も変更しています。 

トップページの「SSFA 埼玉ソーシャルフットボール協会とは？」の「協会

の活動について」というボタンからリンクに飛ぶと、SSFA の主な活動内

容ページに飛び、各活動内容とリンクボタンを配置し、SSFA に興味を持

ってサイトを訪れて下さった方へ活動内容を知ってもらいやすくなるよ

うな工夫をしています。 

新サイトではレスポンシブデザインに対応し、パソコンでアクセスした時

とスマートフォンでアクセスした時のレイアウトが変わります。スマートフ

ォンからでも見やすくなりました。 

より多くの人にソーシャルフットボールと SSFAを知ってもらえるよう

に今後もホームページの機能追加やカスタマイズを検討していきたいと

考えています。皆様からもご意見などいただけたら幸いです。 

 

お詫び： 3月20日〜3月 31日まで、今回のリニューアルに伴い、ホー

ムページへのアクセスができない状態となっておりました。ご不便をおか

けして申し訳ありませんでした。 

   【担当 小木曾】 

  ↑スマートフォン版  ↑ホームページ版 
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＜編集後記＞＞ 

2021年度の埼玉ソーシャルフットボール協会の活動は、コロナ禍の状況で、2020年度と同じよう

に、なかなかうまく大会運営できない厳しい年でした。ですが、サルさぽカップなどの交流会はたいへ

ん盛り上がって、みんな楽しそうにボールを蹴っています。チームそれぞれですが、練習会や交流会など

も行われていて、僕は少しさぼってしまっていますが、上を目指し活動されているチームの方たちは、

楽しく激しく練習をされている状況です。たいへんな状況ですが、フットサルが大好きな人達はみんな

集まって、ボールを蹴っています。僕は最近さぼっているので、反省しました。 

今期は、活動できないこともあり、ソーシャルフットボールについて知っていただくための普及活動

を行いました。僕の想いとしては、精神疾患はきちんとリハビリすればよくなることと、リハビリとして

社会参加、社会復帰の実践の場としてのソーシャルフットボールをいろいろな方に知っていただける

と、幸いだと思って活動を行っています。 

ソーシャルフットボール関東大会は、熱く激しい戦いが行われていて、運営で参加して試合観戦をし

ましたが、感動を覚えました。厳しい状況ですが、ソーシャルフットボールがいろいろな方に伝わること

を願います。2022年度のソーシャルフットボールの活動もみんなで、がんばっていきます。みなさん、

応援のほど、宜しくお願い致します。  

【担当 野村】 

 

当協会の詳しい活動は、ホームページからご確認ください！ 

https://www.ssfa-saitamacampione.org/ 

 

https://www.ssfa-saitamacampione.org/

