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昭和43年 川口高校関東大会優勝

川口市 サッカー沿革

昭和25年頃 川口市立南中学校、西中学校の２校にてクラブ活動として開始。
（当時は川口陸上競技場、現在のオートレース場で市民大会開催される）

昭和26年 西中学校に着任した松沢昭人先生の熱心な指導の下、昭和30年県大会新人戦初優勝、
翌昭和31年学徒総合体育大会優勝。川口市のサッカーの基盤を築く。

昭和37年 川口工業高校、川口高校のOBを中心に川口サッカークラブ結成。
翌昭和38年県体（一般の部）で初優勝。

昭和38年 川口工業高校サッカー部顧問中村正行先生中心に会長川口市市議会議員田島信義さ
んを迎え川口工業高校広羽良一先生、川口高校新田雅男先生、西中学校から仲町中
学校に移った松沢昭人先生、川口クラブの有志が集まり連盟発足。
名称は当時川口市蹴球連盟とし、加盟団体14チーム。内訳は一般実業団４チーム、
高校３チーム、中学校７チームで目標は強化、普及、各団体の交流で、川口市のサッ
カー発展のため全力を尽くすこと。

昭和41年 全国高校サッカー選手権大会県予選決勝で川口工業高校が浦和西高校を破り全国大
会出場。

昭和43年 川口高校が関東大会で初優勝を成し遂げ翌正月の全国高校サッカー選手権大会に推
薦で出場。

昭和42年 田島会長から川口市議会議員細野敏さんに会長が変わり名称も川口サッカー連盟に
かわる。

昭和44年 埼玉県下は「浦和を制する者は全国を制す」と言われる位全国トップクラスだったが
各団体ともに打倒浦和を合言葉にがんばり国体県予選決勝で浦和クラブに勝ち川口
クラブが念願を果たす。関東予選も決勝で東京に勝ち単独で埼玉県代表として長崎
国体に堂々の出場を果たす。

昭和49年 川口北中学校が全国中学校大会に県代表として出場。



　 　 　 　 　

昭和59年 連盟会長に県議会議員小沢善之さん、副会長に市議会議員富田精之助さん２氏を迎
え、体制強化を図る為、高校、中学、少年団に呼び掛け少年団から一般まで一本に統括。
名称も新たに川口市サッカー協会が誕生。
全国大会出場を合言葉に各団体交流との交流を図り選手の強化指導、指導者育成の
ためのサッカーセミナー等の勉強会開く。

昭和58年
59年
61年
62年

４回県代表として全国大会に出場した神根中学校が横山信廣先生のすばらしい指導
の下昭和62年決勝で国見中学校を破り念願の全国制覇を果たす。

平成 平成に入り、安行東中学校が宮園先生の指導の下、関東大会出場、全国大会出場へ
の道筋を作りました。
４種クラブチームも成長著しく、FC-アビリスタが幾度も関東大会で好成績を収めて
いる。
Jリーグも発展し協会の目標、目的である普及が進み。競技人口も増加。
チーム数も１種社会人24チーム、２種高校９チーム、３種中学26チーム、クラブチー
ム４チーム、４種小学17チーム、女子２チームとなっている。

2013～2014年度　川口市サッカー協会組織図

監　事
高山　侑久
中村　伸子

第１種 第２種 第３種 第４種 シニア 女子・少女

規律委員長 高体連 中体連 技術委員 シニア 女　子
飯島　雄二 野口　達生 上倉　義朗 奥村　正人 徳永　英二 徳原隆一郎
審判委員長 クラブユース 事務局 少　女
山崎　　隆 藤澤　健樹 渡邉　啓吾 山本　季朗
技術委員長
松井陽一郎
広報委員長
内海　斉康
財務委員長
谷山　　洋
規律委員
沖　　孝二
事務局

小椋　　誠

会　　長 　 副 会 長
高橋　英明 若谷　正巳 富岡　孝三
理 事 長 　 副理事長
松井　信弘 大関　力
事務局長 　 副事務局長
谷山　　洋 深井　宏明 池田　誠
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 役　職 氏　名
 実 行委員長 高橋　英明

副実行委員長 若谷　正巳

副実行委員長 富岡　孝三

 委　　員 松井　信弘

 委　　員 谷山　　洋

 委　　員 深井　宏明

 委　　員 池田　　誠

 委　　員 小椋　　誠

 委　　員 松井陽一郎

 委　　員 渡邉　啓吾

50周年記念式典準備委員
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