
新林サッカー友の会の歩み
昭和53年-1978 ４月

９月
昭和54年-1979 ４月

11
月 第12回市少年リーグ ６年３ブロック優勝（20位）・４年９ブロック７位（15位）

昭和55年-1980 11
月 第13回市少年リーグ ６年３ブロック４位（22位）・５年６ブロック８位（16位）・４年

10ブロック５位（20位）
昭和56年-1981 １月 第７回県少年サッカー選手権 低学年の部-ベスト８

５月 第15回市少年選手権 ５年-準優勝
11
月 第14回市少年リーグ ６年１ブロック９位・５年４ブロック７位（７位）・４年８ブロッ

ク９位（19位）
昭和57年-1982 ２月 第４回市スポーツ少年団交歓会 ５年-３位

12
月 第15回市少年リーグ ６年２ブロック準優勝（11位）・５年４ブロック５位（30位）・４

年９ブロック優勝（10位）・３年11ブロック４位（４位）
昭和58年-1983 ２月 第５回市スポーツ少年団交歓会 ６年-準優勝

11
月 第16回市少年リーグ ６年２ブロック９位（19位）・５年６ブロック６位（16位）・４年

８ブロック７位（７位）・３年11ブロック４位（４位）
昭和59年-1984 ５月 第18回市少年選手権 ４年-３位

11
月 第17回市少年リーグ ６年３ブロック優勝（20位）・５年６ブロック４位（13位）・４年

９ブロック７位（７位）・３年13ブロック４位（10位）
昭和60年-1985 ９月 第40回市民総体 ３年-３位

11
月 第18回市少年リーグ ６年１ブロック７位・５年７ブロック９位（19位）・４年10ブ

ロック５位（15位）・３年12ブロック４位（10位）
昭和61年-1986 ２月 第８回市スポーツ少年団交歓会 ３年-準優勝

５月 第20回市少年選手権 ４年-準優勝、３年-優勝
９月 第41回市民総体 中学年の部-３位、低学年の部－優勝
11
月 第19回市少年リーグ ６年３ブロック３位（23位）・４年８ブロック３位（３位）・３年

11ブロック優勝（１位）
昭和62年-1987 ２月 第９回市スポーツ少年団交歓会 ３年-準優勝

５月 第21回市少年選手権 ３年-準優勝
９月 第42回市民総体 中学年の部-３位、低学年の部－準優勝
11
月 第20回市少年リーグ ５年２位ブロック優勝（７位）・４年１位ブロック優勝・３年

１・２位ブロック４位（４位）
第２回湘南少年大会 低学年の部-優勝

昭和63年-1988 ２月 第10回市スポーツ少年団交歓会 ３年-優勝
４月
５月 第22回市少年選手権 ５年-３位、３年-準優勝
７月 第１回新林杯 高学年の部-3位、低学年の部-優勝
９月
11
月 第2１回市少年リーグ ６年２位ブロック４位（10位）・５年１位ブロック準優勝・４年

２位ブロック優勝（６位）・３年１位ブロック６位
平成元年-1989 ２月 第11回市スポーツ少年団交歓会 ５年-３位

４月 第23回市少年選手権 ６年-３位
５月 ５年-３位
７月 第２回新林杯 高学年の部-準優勝、低学年の部-３位
９月 第44回市民総体 高学年の部-３位、中学年の部－３位
11
月 第４回湘南少年大会 高学年の部-４位

第22回市少年リーグ ６年１位ブロック５位・５年１位ブロック５位・４年３位ブロッ
ク優勝（13位）・３年３・４位ブロック５位（11位）

平成２年-1990 ２月 第12回市スポーツ少年団交歓会 ６年-３位、５年-準優勝
４月 第24回市少年選手権 ６年-３位
８月 第４回清水カップ 少年の部-７位
９月 第45回市民総体 高学年の部-優勝
11
月 第23回市少年リーグ ６年２位ブロック優勝（７位）・５年１位ブロック３位・４年５

位ブロック４位（24位）・３年３・４位ブロック（７～12位）
平成３年-1991 １月 第３回新林杯 高学年の部-優勝

第17回県少年サッカー選手権 高学年の部-ベスト16
２月 第13回市スポーツ少年団交歓会 ５年-準優勝、４年-３位
５月 第10回県少女サッカー春季大会 準優勝

第15回全日本少年サッカー大会県予選 ベスト32
８月 第４回関東少女サッカー大会 準優勝

第５回清水カップ 少女の部-優勝
９月 第46回市民総体 低学年の部-ベスト４

第７回県少女サッカーチャンピオンカップ ３位
11
月 第11回県少女サッカー選手権 ４位

第24回市少年リーグ ６年１位ブロック３位・５年３位ブロック５位（15位）・４年４
位ブロック４位（19位）・３年４位ブロック優勝（19位）

12
月 第４回新林杯 高学年の部-３位

平成４年-1992 ３月 第１回全日本少女サッカー大会 ３位
４月
６月 第１回市少女選手権 優勝
８月 第６回清水カップ 少女の部-準優勝
９月 第4７回市民総体 少女の部-優勝
11
月 第１回市少女リーグ 優勝

第25回市少年リーグ ６年２位ブロック５位（11位）・５年３位ブロック優勝（11
位）・４年５位ブロック３位（24位）・３年３位ブロック５位（15

平成５年-1993 ２月 第15回市スポーツ少年団交歓会 少女の部-優勝
５月 第２回市少女選手権 優勝
８月 第７回清水カップ 少女の部-３位
９月 第48回市民総体 少女の部-準優勝

新林サッカー友の会創立１０周年

市サッカー協会女子委員会発足・加盟

新林小学校開校-片瀬・鵠沼・大道・村岡小から
新林サッカー友の会発足-５年12名・４年10名・３年15名
市サッカー協会加盟

少女チーム新林レディース発足－５年10名・４年４名・３年４名・２年８名



11
月 第26回市少年リーグ ６年３位ブロック５位（17位）・５年４位ブロック５位（20位）・

４年５位ブロック５位（25位）・３年２位ブロック優勝（７位）
12
月 第２回市少女リーグ 準優勝

第５回新林杯 高学年の部-準優勝
平成６年-1994 ２月 第16回市スポーツ少年団交歓会 ３年-準優勝

少女の部-優勝
11
月 第27回市少年リーグ ６年３位ブロック６位（18位）・５年３位ブロック準優勝（11

位）・４年１位ブロック３位・３年３位ブロック３位（13位）
12
月 第７回新林杯 低学年の部-準優勝

平成７年-1995 ３月 第３回市少女リーグ ５位
５月 第４回市少女選手権 ３位
８月 第22回ＪＣ杯 少女の部-準優勝
９月 第50回市民総体 少女の部-３位
11
月 第28回市少年リーグ ６年４位ブロック６位（24位）・５年４位ブロック４位（20位）・

４年６位ブロック優勝（30位）・３年１位ブロック５位
第４回市少女リーグ ４位

12
月 第８回新林杯 低学年の部-３位

平成８年-1996 ３月 第18回市スポーツ少年団交歓会 少女の部-準優勝
４月
７月 第５回市少女選手権 優勝
８月 第23回ＪＣ杯 少女の部-準優勝
９月 第51回市民総体 少女の部-準優勝
11
月 第29回市少年リーグ ６年３位ブロック優勝（13位）・５年６位ブロック３位（29

位）・４年２位ブロック４位（９位）・３年６位ブロック優勝（26
12
月 第５回市少女リーグ 準優勝

平成９年-1997 ３月 第19回市スポーツ少年団交歓会 少女の部-準優勝
６月 第６回市少女選手権 準優勝
８月 第24回ＪＣ杯 少女の部-準優勝

小学生の部-３位
９月 第52回市民総体 少女の部-３位
11
月 第30回市少年リーグ ６年４位ブロック優勝（18位）・５年４位ブロック準優勝（29

位）・４年３位ブロック準優勝（12位）
第17回県少女サッカー選手権 ４位
第６回市少女リーグ 準優勝

平成10年-1998 ２月 第20回市スポーツ少年団交歓会 少女の部-３位
３月 第１回フットサル市民大会 少女の部-３位
４月
５月 第７回市少女選手権 準優勝
８月 第25回ＪＣ杯 少女の部-準優勝
９月

第53回市民総体 少女の部-準優勝
11
月 第31回市少年リーグ ６年５位ブロック優勝（25位）・５年１位ブロック５位・４年６

位ブロック４位（24位）
12
月 第７回市少女リーグ 優勝

第11回新林杯 高学年の部-準優勝
平成11年-1999 １月 第21回市スポーツ少年団交歓会 少女の部-優勝

２月
３月 第２回フットサル市民大会 少女の部-準優勝

第１回新林招待少女サッカー大会 少女の部-優勝
５月 第８回市少女選手権 優勝
８月 第26回ＪＣ杯 少女の部-３位
９月 第54回市民総体 少女の部-優勝

第15回県少女サッカーチャンピオンカップ 準優勝
11
月 第８回市少女リーグ 優勝

12
月 第12回新林杯

平成12年-2000 ２月 第22回市スポーツ少年団交歓会 少女の部-優勝
３月 第３回フットサル市民大会 少女の部-優勝

第２回新林招待少女サッカー大会 少女の部-優勝
７月 第９回市少女選手権 優勝
８月 第27回ＪＣ杯 少女の部-優勝
９月 第55回市民総体 少女の部-優勝
11
月 第32回市少年リーグ ５年３位ブロック４位（14位）・３年５位ブロック優勝（21位）

12
月 第９回市少女リーグ 優勝

平成13年-2001 ２月 第23回市スポーツ少年団交歓会 少女の部-優勝
３月 第３回新林招待少女サッカー大会 少女の部-優勝
４月 第20回県少女サッカー春季大会 優勝
６月 第10回市少女選手権 優勝
８月 第28回ＪＣ杯 少女の部-優勝
９月 第20回県少女サッカー選手権大会 優勝

第56回市民総体 少女の部-優勝
中学年の部-３位

新林サッカー友の会創立20周年

新林サッカー友の会創立20周年記念懇親会開催

新林サッカー友の会組織再編成

新林レディース発足10周年


