
2018年 6月吉日 

招待チーム関係者 各位 

逗子サッカー協会 

2018年度 U-12 トレセン担当 

 

「トレセン逗子招待（U-12）大会 2018」実施要項 
 

主  催 逗子サッカー協会 

主  管 逗子サッカー協会第四種委員会 

大会役員 

大会委員長 逗子サッカー協会会長    最首 祥互 

競技委員長 逗子サッカー協会理事長      鈴木 正芳 

審判長  逗子サッカー協会審判長        関 一豊 

会計  逗子サッカー協会会計    本間 正史 

運営  逗子サッカー協会 技術部統括   塚田 尚孝 

  逗子サッカー協会 U-12 トレセン担当  加藤 千明 ＆ STAFF 

 

開催日程 

開催日 会場 

平成 28年 7月 22日（日） 池子の森自然公園陸上競技場 

  ＊京浜急行 神武寺駅徒歩 10分 ＊併設有料駐車場有（約 40台） 

  ＊雨天中止：中止連絡は当日 8時までに行います。  

                     *開門は 9時（8時 45分以前のグランド前での待機はお控えください） 

参加チーム 

  

  

 

 

 

 

大会形式 

8 チームを 4 チームずつの 2組に分け総当たりリーグ戦及び順位決定戦 

(ア) 予選リーグとして、4 チームずつの総当たりリーグ戦を実施。 

(イ) 順位決定戦として各組同順位による 7位、5位、3位、1位決定戦を実施。 

(ウ) 予選リーグは、勝ち点（勝ち 3、分け 1、負け 0）による順位とし、勝ち点が同じ場合は  

① 得失点差 ②総得点 ③当該チーム同士の対戦結果により順位決定とする。④コイントス 

(エ) 順位決定戦は引き分けの場合、1位決定戦のみ試合終了後すぐ、PK戦で勝敗を決定。 

3位、5位決定戦は引き分けの場合、両チーム 3位、5位とする。 

 

タイトル 

 優勝、準優勝、三位には、トロフィーを贈呈する。 

 

 

鎌倉トレセン 藤沢トレセン 

茅ヶ崎トレセン 三浦トレセン 

横須賀トレセン 寒川トレセン 

横浜 F マリノスプライマリー追浜 逗子トレセン 



競技規則 

大会実地年度の日本サッカー協会競技規則による。 

（大会形式にしていますが、主旨はお互いの技術を高める場としての大会であることを共有ください） 

 

競技会規定 

1. 人数・交代 

8人制 (試合開始時に 7人で試合成立)。 交代人数及び回数の制限無し（複数回の出場も可）。 

2. 試合時間 

15-5-15分 

3. 試合球 

4号公認球 (各チーム持ち寄りでお願いします) 

4. 警告・退場 

退場の宣告若しくは警告を累積 2回受けた選手は次試合出場不可 

5. グラウンド 

スパイク可 芝が深いところと土が見えるところでコンディションが大きく違います。 

注意事項 

1. 雨天などによる中止決定は当日の 8：00 までに決定し、各参加チーム代表者へ連絡いたします。 

微妙な場合現地決定もありますのでご了承ください。 

2. 各チームで審判要員をご用意ください。 

プログラムは 2名主審制で組んでいますが 1人主審制にする可能性もあります。 

各地区の慣れ不慣れがありますので当日大会開始前に確認させていただきます。 

審判は担当試合開始の 10分前に本部前に集合（審判服着用）し、試合前の打ち合わせをしてください。  

万一代行が必要な場合は各チーム毎で依頼し合う形でお願いします。 

3. 各チームは試合開始 5分前には本部前に集合してください。 

4. 開会式は行いません。 最終試合終了後に閉会式を行いますので、各チームそれまでは会場にお残りください。 

5. 救急箱は各チームで用意して下さい。 

 

会場での注意 

1. 大会運営担当の指示に従ってください。（トイレ・駐車場利用方法・練習場所等） 

2. アップは陸上トラック外側の芝エリアでお願いします。 ※陸上トラック内でのボール使用は控えてください。 

3. 応援及び観戦は陸上トラックの外側のみ可。 

4. グラウンド内京急線路側奥のフェンス内(白い建物の敷地)は立入り禁止。ボールの飛込み等は必ず本部に連絡してくださ

い。 

5. ごみは各チームで必ず持ち帰ってください。 

6. たばこは敷地内禁煙ですので敷地外でお願い致します。喫煙可能場所は、野球場方面に進み、行き過ぎると管理事務所

脇にあります。米軍住宅の入口付近での喫煙は禁止です。 

また、歩きたばこ、ポイ捨ては逗子市条例違反となります。吸殻は各自お持ち帰りください。 

近隣の方々にご迷惑の無いようお願いいたします。 

7. 当日有料駐車場を荷物車の為に割り当て 5台は確保していますが全チーム分はないのでご理解ください。応援は公共機

関をご利用ください。（公園内駐車場は約 40台で昨年実績では皆さん止めれていました。近所に運動公園駐車場ありま

すがこの時期はプール開業時の為ほぼ満車です。） 

8. 駐車場内における事故につきましては一切の責任を負いませんのでご了承ください。 

9. 路上駐車は禁止です。米軍共同利用地の為違反すると使用できなくなりますのでご協力ください。 

10. その他、ご不明な点がございましたら、以下の大会運営スタッフまで遠慮なくご連絡下さい。 



 

 ＜連絡先＞ 

  逗子トレセン U-12担当 加藤 千明 

  携帯：080-3173-8067             

       携帯メール：thomasson1965@gmail.com  

   

＜連絡先２＞ 補佐 

  逗子トレセン U-12担当 塚田 尚孝 

  携帯：080-6624-1176 

  メール：tsukachan.4044@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:thomasson@i.softbank.jp


大会プログラム 

 

予選リーグ組合せ表 

予選リーグ A組 横須賀 三浦 寒川 藤沢 勝 負 分 得点 失点 点差 勝点 順位 

YFM追浜                 

三浦トレセン                 

寒川トレセン                 

藤沢トレセン                 

 

予選リーグ B組 茅ヶ崎 鎌倉 YFM 逗子 勝 負 分 得点 失点 点差 勝点 順位 

茅ヶ崎トレセン                 

鎌倉トレセン                 

横須賀トレセン                 

逗子トレセン                 

 

予選リーグ対戦表 （グランド設営でき次第で開始時間を早めることもあります） 

＊表左側のチームが本部の左側のベンチ  入り口より奥京急線路側グランドが A 

A 時 間 対  戦 主  審 

1 10:30 YFM追浜 vs 藤沢トレセン 寒川トレセン 

2 11:10 三浦トレセン vs 寒川トレセン YFM追浜 

3 12:00 YFM追浜 vs 寒川トレセン 藤沢トレセン 

4 12:40 藤沢トレセン vs 三浦トレセン YFM追浜 

5 13:30 YFM追浜 vs 三浦トレセン 藤沢トレセン 

6 14:10 藤沢トレセン vs 寒川トレセン 三浦トレセン 

 

B 時 間 対  戦 主  審 

1 10:30 逗子トレセン vs 鎌倉トレセン 茅ヶ崎トレセン 

2 11:10 茅ヶ崎トレセン vs 横須賀トレセン 鎌倉トレセン 

3 12:00 逗子トレセン vs 横須賀トレセン 茅ヶ崎トレセン 

4 12:40 鎌倉トレセン vs 茅ヶ崎トレセン 横須賀トレセン 

5 13:30 逗子トレセン vs 茅ヶ崎トレセン 鎌倉トレセン 

6 14:10 鎌倉トレセン vs 横須賀トレセン 逗子トレセン 

 

順位決定戦対戦表 

＊表左側のチームが本部の左側のベンチ 

 時 間 対  戦 主  審 

1 15:00 A組 4位 vs B組 4位 A組３位 

２ 15:00 A組２位 vs B組２位 B組３位 

３ 15:40 A組３位 vs B組３位 A組 4位 

４ 15:40 A組１位 vs B組１位 B組４位 

 

・表彰式 16:15～ 1位決定戦終了後        ・終了予定 16：30 



 

 

会場地図ならびに近隣駐車場 

 
 

施設詳細 

 
 

 

 

トイレ 

４台 

13台 

控えｴﾘｱ 

本部 

本部 

A コート 

B コート 

荷物車用駐車場 


