
 

第１回東日本少女サッカー（U12）交流大会 

 

 

 

 
 

 

 

期日：平成 24 年 8 月 17 日（金）～19 日（日） 

会場：川上村梓湖サッカーグラウンド 

 

 

 



 

第１回東日本少女サッカー（U12）交流大会 要項（第３報） 

 

1.主  旨 将来の日本女子サッカーを担う少女達の技術の向上と健全な心身の育成、発達を図ること

を目的とする。 

ゲームは 8人制とし、少女達が楽しみ、成長できること、フェアプレーやリスペクトの精

神が育まれることを目指して運営を行う。また、ゲーム以外の活動プログラムを通して開

催地川上村の自然や人々の暮らしに触れてもらうとともに、相互の交流を深め、夏休みの

良き思い出づくりに貢献する。 

 

2.名  称 第１回東日本少女サッカー（U12）交流大会 

通称 「 川上村レタスカップ ２０１２ 」 

 

3.主  催 川上村  川上村教育委員会 

 

4.主  管 (社)長野県サッカー協会  NPO HIS 推進機構 

 

5.後  援 長野県 長野県教育委員会 川上村観光協会 SBC 信越放送 信濃毎日新聞社 

テレビ信州 長野朝日放送 長野放送 （順不同） 

 

6.協  賛 株式会社安藤スポーツ 大塚製薬株式会社 川上そ菜販売農業協同組合 

川上物産農業協同組合 川上村振興公社 信州医療福祉専門学校 株式会社水宗園本舗 

大洋建設株式会社 長野八ヶ岳農業協同組合 株式会社マスタカスポーツ 

南佐久南部森林組合 株式会社モルテン （順不同） 

  

7.開催期間 ２０１２年８月１７日(金)～１９日(日) 

 

8.会  場 川上村梓湖サッカーグラウンド（天然芝） 

 

9.宿舎 

※ 

 

 

 

 

 

 

 

※宿泊施設にはアメニティがありません。寝巻き、歯磨き、歯ブラシ、タオル、ヒゲ剃り等はご持参ください。

シャンプー、リンス、ドライヤーはあります。 

チーム 宿泊施設 住所 連絡先 窓口（オーナー）

安曇野グリーンヒル 山二旅館（やまに） 長野県南佐久郡川上村御所平８７３（ごしょだいら） ０２６７－９７－２４４３ 相馬　治男

大町プチタフィタ 山二旅館（やまに） 長野県南佐久郡川上村御所平８７３（ごしょだいら） ０２６７－９７－２４４３ 相馬　治男

熊谷プレシオッサ 丸正旅館（まるしょう） 長野県南佐久郡川上村御所平６９６－１（ごしょだいら） ０２６７－９７－２４０４ 由井　茂延

ＳＡＫＵ☆ＲＡ　ＲＥＧＩＮＡ 白木屋旅館（しろきや） 長野県南佐久郡川上村梓山２２０（あずさやま） ０２６７－９９－２４０５ 佐野　正徳

戸塚ＦＣガールズ 白木屋旅館（しろきや） 長野県南佐久郡川上村梓山２２０（あずさやま） ０２６７－９９－２４０５ 佐野　正徳

岐阜女子フェニックス 岩根山荘（いわね） 長野県南佐久郡川上村川端下５４７－１２９（かわはけ） ０２６７－９９－２２００ 上田　弘

鶴巻ベリーズ 岩根山荘（いわね） 長野県南佐久郡川上村川端下５４７－１２９（かわはけ） ０２６７－９９－２２００ 上田　弘

ガールズ石巻ＦＣ 岩根山荘（いわね） 長野県南佐久郡川上村川端下５４７－１２９（かわはけ） ０２６７－９９－２２００ 上田　弘

アビエスレディース 岩根山荘（いわね） 長野県南佐久郡川上村川端下５４７－１２９（かわはけ） ０２６７－９９－２２００ 上田　弘
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10.大会プログラム（日程） 

※期間中のプログラム、組合せ、進行予定は大会日程表を参照のこと(P4) 

※大会の運営は長野県サッカー協会のもとに進行します。競技規則は(財)日本サッカー協会が定める

「８人制サッカールール」によります。別紙 

①集合、受付 

8 月 17 日（金）11:30 までに、選手全員会場に集合の上、大会本部で受付を済ませてください。 

当日の道路事情等により遅れる可能性がある場合は、早めに事務局までご連絡ください。 

（初日到着が遅れる場合の連絡先： 大会本部（坂巻） ０９０－４５３６－６２７１） 

②フレンドリーマッチ 

17 日（金）の午前中早く到着予定のチームで希望があれば、フレンドリーマッチを組みます。希望

する場合は、事前に事務局までご連絡ください。 

 

③監督会議 

監督会議は開会式前にグラウンド大会本部テント前で実施します。 

 

④レタスカップ交流会 

8 月 17 日（金）の夕食後 川上村中央公民館において「レタスカップ交流会」を実施します。 

選手、監督、コーチ等チーム全員の参加を原則とし、リフティングパフォーマーの演技、各チーム

の紹介（※）、招待チーム石巻からのメッセージ、川上村の紹介ビデオなど多彩なプログラムを予定

しています。川上村の特産レタス料理、果物などの軽食スタイルを用意する予定です。 

 

（※）各チームへのお願い：各チーム５分以内のチーム紹介、出し物を準備願います。 

 

  ＜交流会に出演するリフティングパフォーマー：“Stylers”（スタイラーズ）について＞ 

Stylers はサッカーボールを使い、ダイナミックかつ華麗な技を披露するフリースタイルフットボー

ルパフォーマンスチームです。日本全国、国内外で数多くのイベントに出演し、海外からも高い評価

を得ている世界屈指のプロフリースタイルフットボールパフォーマンスチームです。お楽しみに！ 

 

⑤リフティング教室 

8 月 18 日（土）の朝、グラウンドにてスタイラーズによるリフティング教室を開催する予定です。

詳細は現地でお知らせします。 

 

⑥レタス収穫体験 

8 月 19 日（日）の早朝に特別企画で、川上村名産のレタスの収穫体験を実施し、農業と食材の大切

さを学ぶ機会を設けたいと思います。全員参加で自分が収穫したレタスはお土産となります。 
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11.緊急連絡先等 

試合初日、渋滞などで遅れる場合：大会本部 坂巻 ０９０－４５３６－６２７１ 

困った事：大会本部（川上村役場企画課 原） ０９０－７２４２－８４７９ 

急病人などの緊急時：南部消防署川上分遣所  ０２６７－９７－３１１１ 
川上村診療所 ０２６７－９７－３２１６ 
木村医院(川上村樋沢) ０２６７－９７－３４１２ 
佐久総合病院  ０２６７－８２－３１３１ 
佐久総合病院 小海分院（小海町）０２６７－９２－２０７７ 

12.参加料 

①チーム参加費 １チーム１０，０００円 当日受付にてお支払いください。 

②宿泊費 一人１２，０００円（１泊 3食 6,000 円×2泊）は、それぞれの宿舎で直接、精算をして

ください。 

 

13.試合球  モルテン検定球４号を使用する。 

 

14.表彰 

①優勝、準優勝、三位までに賞状、楯を授与し表彰する。 

②上記のほか、最優秀選手賞（個人）、フェアプレーチーム賞（チーム）、チームワーク賞（チーム）

の表彰を行います。 

 

15.傷害補償 

①試合中の負傷、事故の処置は、原則として当該チームで行ってください。 

②参加者全員は、チームの責任において傷害保険に加入してください。 

※大会期間中は、大会本部に看護師が常駐し、万一の疾病、傷害に対応できるようにしていきます。 

 

16.天候の判断について 

①試合の中止や停止、開始の判断はすべて当該試合の審判員の判断により、大会本部が決定します。 

②台風、雷雨、自然災害の強襲など、試合続行が不可能になるケースでは、大会本部の判断を各チー

ム責任者に確実に伝え、代替プログラムとして、川上村体育館において交流試合を行います。 

 

17.その他の重要事項 

①初日（17 日）は、昼食（お弁当など）を持参してください。 

②清涼飲料水は、主催者側で用意します。氷は必要な場合は各宿舎で用意してもらってください。 

③期間中、各人が健康管理に留意し、事故、疾病の無いようにチームごとに留意してください。 

④期間中のマナーの徹底、環境整備や美化の意識を強くもち、皆が協力し行動するよう心がけてくだ

さい。 

⑤会場は駐車場含めて禁煙ですのでご協力お願いいたします。 

 

18.試合組合せ、審判割当て等 

試合組合せ、審判割り当て等は添付資料（P5,P6）を参照してください。 
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大会日程表 

※大会日程は、事情により一部変更することがございます。 

8月17日（金） 8月18日（土） 8月19日（日）
1日目 2日目 最終日

ﾚﾀｽ収穫体験　（於：各宿泊施設近傍の畑）

6:00 6:00 6:00

7:00 7:00 7:00
移動（宿舎→梓湖） 移動（宿舎→梓湖）

8:00 8:00 リフティング教室 8:00

9:00 9:00 9:00 9：00　試合開始

フレンドリーマッチ（希望チーム）

10:00 10:00 10:00 試合開始 10:00 決勝ラウンド

11:00 11:00 11:00
11:30までに受付

12:00 監督会議　（於：本部前）、開会式 12:00 12:00 12:00大会閉会式

12:15試合開始 予選ラウンド　②

13:00 13:00 13:00 昼食（弁当）後、解散

14:00 14:00 14:00
予選ラウンド　①

15:00 15:00 15:00

16:00 16:00 16:00

17:00 移動（梓湖→宿舎） 17:00 17:00
宿舎（入浴、夕食）

18:00 18:00 移動（梓湖→宿舎） 18:00
宿舎

19:00 19:00　レタスカップ交流会　（於：川上村中央公民館） 19:00 19:00

20:00 20:00 20:00

21:00 宿舎 21:00 21:00

22:00 22:00 22:00
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■８月１７日（金） タイムスケジュール 

試合時間は１５分ー５分ー１５分 

審判は当該チームで前後半を交替し、１人審判で行う。 

試合終了後、本部の結果表に結果を記入すること。 

１１：３０までに受付を済ませてください。 

渋滞などで遅れる場合は、坂巻（０９０－４５３６－６２７１）まで連絡を下さい。 

全チームがそろったら、監督会議を行い、引き続き開会式を行ないます。 

※岐阜女子ＦＣフェニックスは１９日地元で大会があり、１７、１８日のみの参加。 

 

■８月１８日（土） タイムスケジュール 

試合時間は１５分ー５分ー１５分 

審判は当該チームで前後半を交替し、１人審判で行う。 

試合終了後、本部の結果表に結果を記入すること。 

★午前８時３０分～スタイラーズによるリフティング教室 １時間程度    

 

Ａコート ｷｯｸｵﾌ Bコート ｷｯｸｵﾌ

ﾌﾚﾝﾌﾄﾞﾘｰ 9:00 vs ﾌﾚﾝﾌﾄﾞﾘｰ 9:00 vs

ﾌﾚﾝﾌﾄﾞﾘｰ 10:00 vs ﾌﾚﾝﾌﾄﾞﾘｰ 10:00 vs

ﾌﾚﾝﾌﾄﾞﾘｰ 11:00 vs ﾌﾚﾝﾌﾄﾞﾘｰ 11:00 vs

12:15 アビＳｅａ vs 大町Ａ 12:15 レジサク vs 熊谷

ﾌﾚﾝﾌﾄﾞﾘｰ 13:00 岐阜 vs 石巻 13:00 鶴巻 vs 大町Ｂ

13:45 安曇野 vs 戸塚 13:45 アビＳｋｙ vs 熊谷

14:30 アビＳｅａ vs 石巻 ﾌﾚﾝﾌﾄﾞﾘｰ 14:30 岐阜 vs レジサク

15:15 大町Ａ vs 戸塚 15:15 鶴巻 vs アビＳｋｙ

ﾌﾚﾝﾌﾄﾞﾘｰ 16:00 安曇野 vs 岐阜 16:00 岐阜 vs フレンドリー

Ａコート ｷｯｸｵﾌ Ｂコート ｷｯｸｵﾌ

ﾌﾚﾝﾌﾄﾞﾘｰ 10:00 岐阜 ｖｓ 大町Ａ 10:00 レジサク ｖｓ アビＳｋｙ

10:45 石巻 ｖｓ 戸塚 10:45 熊谷 ｖｓ 鶴巻

11:30 アビエスＳｅａ ｖｓ 安曇野 ﾌﾚﾝﾌﾄﾞﾘｰ 11:30 岐阜 ｖｓ アビＳｋｙ

12:15 石巻 ｖｓ 大町Ａ 12:15 レジサク ｖｓ 大町Ｂ

13:00 アビエスＳｅａ ｖｓ 戸塚 ﾌﾚﾝﾌﾄﾞﾘｰ 13:00 ｖｓ

13:45 安曇野 ｖｓ 大町Ａ 13:45 アビＳｋｙ ｖｓ レジサク

ﾌﾚﾝﾌﾄﾞﾘｰ 14:30 ｖｓ 14:30 熊谷 ｖｓ 大町Ｂ

15:15 石巻 ｖｓ 安曇野 15:15 レジサク ｖｓ 鶴巻

ﾌﾚﾝﾌﾄﾞﾘｰ 16:00 ｖｓ 16:00 アビＳｋｙ ｖｓ 大町Ｂ
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■８月１９日（日） タイムスケジュール 

試合時間は１５分ー５分ー１５分 

審判は当該チームで前後半を交替し、１人審判で行う。 

試合終了後、本部の結果表に結果を記入すること。 

１２：００～閉会式、表彰など 

 

 

 

予選ラウンド組合せ 

 

Ａコート ｷｯｸｵﾌ Ｂコート ｷｯｸｵﾌ

9･10位決定戦 9:00 vs 7･8位決定戦 9:00 vs

5･6位決定戦 10:00 vs 3･4位決定戦 10:00 vs

決勝戦 11:00 vs フレンドリー 11:00 vs

失点

※

※

※

勝ち点 総得点

順位勝ち点 総得点 失点
得失
点差

戸塚アビＳｅａ 大町Ａ 安曇野 石巻

FCアビエス
Ｓｋｙ

※

Bリーグ アビＳｋｙ 大町Ｂ 熊谷

戸塚FC
ガールズ

FCアビエス
Ｓｅａ

FC大町
プチタフィタＡ

安曇野
グリーンヒル
プライマリー

ガールズ
石巻FC

Aリーグ

※

※

FC大町
プチタフィタＢ

※

鶴巻 レジサク

FC熊谷
プレシオッサ

※

鶴巻ベリーズ ※

レジーナ
＆

サクラ
※

順位
得失
点差
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