
                               平成 29年 7月 24日 

各 チー ム指 導 者  

選手・保護者   殿 

                                     山梨県サッカー協会第 3種                  

技術委員長 皆川新一  

中体連技術委員長  村松裕太  

山梨県中体連 U-14 トレセン 

ワーキングリーダー  岩間  光司 

 

U-14第 2回むらせライス杯 横須賀 U14フェスティバルの開催について 

 

  拝啓 盛夏の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 

指導者、保護者の皆様には、当協会の活動に対して格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

  さて、標記の件について、U-14第 2回むらせライス杯 横須賀 U14フェスティバルを開催致します。 

参加要請選手の派遣につきまして、ご理解とご協力をお願い致します。 

                                           敬具 

                         記 

 

1．日時    平成 29年 8月 9日（水）・10日（木）・11日（金） 

         【集散場所】小瀬スポーツ公園第 2駐車場、いちのみや桃の里スポーツ公園 

 

2．会場    横須賀リーフスタジアム、湘南学院グラウンド 

 

3．日程    8月 9日（水）グループリーグ                ※貸切バスで移動 

          小瀬スポーツ公園第 2駐車場出発 6：00 → いちのみや桃の里スポーツ公園出発 6:30  

→会場到着 9:00頃 

vs 横浜市中学校選抜  11:00 K.O リーフスタジアム 

            vs ＡＩＶＡＮＣＥ       14:30 K.O リーフスタジアム 

会場出発 16:30頃 →  談合坂 PA 18：00 → 桃の里到着 18:30  

→ 小瀬到着 19:00頃 

8月 10日（木）グループリーグ・順位決定戦   ※レンタルバスで移動 

小瀬スポーツ公園第 2駐車場出発 5：15 → いちのみや桃の里スポーツ公園出発 5:45  

→会場到着 8:00頃 

vs横浜 Fマリノス追浜 9:30 K.O  リーフスタジアム 

二日目の第２試合はリーグ戦の結果によって試合時間が決まります。 対戦表参照 

            vs               K.O  リーフスタジアム or湘南学院グラウンド 

会場出発 →  談合坂 PA →  桃の里 → 小瀬 

8月 11日（金）順位決定戦                 ※レンタルバスで移動 

小瀬スポーツ公園第 2駐車場 → いちのみや桃の里スポーツ公園  → 会場 

vs                      K.O  リーフスタジアム 

会場出発 →  談合坂 PA →  桃の里 → 小瀬 

          二日目の第２試合の結果によって試合時間、出発時間が決まります。 対戦表参照 

 

4．指導者   山梨県中体連 U14 ワーキングリーダー       岩間 光司（石和中） 

山梨県中体連 U14監督             深山 大士（一宮中） 

山梨県中体連 U14 トレセンスタッフ  

 

5．参加者   選手 40名 ※メンバー別紙参照     山梨県中体連 U14 トレセンスタッフ  

【問い合わせ】 U-14監督 深山 大士 090-5547-3337    以上 



【 承 諾 書 】 

 

 

下記の者が、サッカー山梨県選抜 U-14の選手として、 

第 2 回むらせライス杯 横須賀 U14 フェスティバルに参加す 

ることを承諾致します。           

 

 

   選手氏名  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

所属チーム ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

      

住所                   

 

自宅電話番号             

 

 

※緊急連絡先 

緊急連絡：                                     

 

 

平成 29年 8月   日 

        

保護者名               印 

 

 

 



U-14第 2回むらせライス杯 横須賀 U14フェスティバル 選手・保護者への連絡事項 

 

 

1．遠征の目的  山梨県の代表選手としての自覚と勝利へのこだわりをもち、自身の取り組みが、U15 

トレセン活動、U-16国体代表につながることを強く意識し、個の成長を目指す。 

 

 

2．日程     8月 9日（水）グループリーグ                ※貸切バスで移動 

          小瀬スポーツ公園第 2駐車場出発 6：00 → いちのみや桃の里スポーツ公園出発 6:30  

→会場到着 9:00頃 

vs 横浜市中学校選抜  11:00 K.O リーフスタジアム 

            vs ＡＩＶＡＮＣＥ       14:30 K.O リーフスタジアム 

会場出発 16:30頃 →  談合坂 PA 18：00 → 桃の里到着 18:30  

→ 小瀬到着 19:00頃 

 

8月 10日（木）グループリーグ・順位決定戦   ※レンタルバスで移動 

小瀬スポーツ公園第 2駐車場出発 5：15 → いちのみや桃の里スポーツ公園出発 5:45  

→会場到着 8:00頃 

vs横浜 Fマリノス追浜 9:30 K.O  リーフスタジアム 

二日目の第２試合はリーグ戦の結果によって試合時間が決まります。 対戦表参照 

            vs               K.O  リーフスタジアム or湘南学院グラウンド 

会場出発 →  談合坂 PA →  桃の里 → 小瀬 

 

8月 11日（金）順位決定戦                 ※レンタルバスで移動 

小瀬スポーツ公園第 2駐車場 → いちのみや桃の里スポーツ公園  → 会場 

vs                      K.O  リーフスタジアム 

会場出発 →  談合坂 PA →  桃の里 → 小瀬 

          二日目の第２試合の結果によって試合時間、出発時間が決まります。 対戦表参照 

 

※道路状況により前後することが予想されますので、ご承知おきください。 

           ※帰路の途中で選手からご家庭に連絡を入れるようにします。 

 

3．試合会場    横須賀リーフスタジアム（神奈川県横須賀市佐原 2丁目公園） 

                     湘南学院グラウンド（神奈川県横須賀市佐原 2丁目 2番地 20号） 

 

4．経費     個人負担 

3,000円（１日参加） 

5,000円（２日参加） 

          内訳 交通費  （バス代、有料道路代など） 

            雑費   （保険代、ドリンク、薬品、補食、氷など） 

           

※お金は小瀬、桃の里出発時に集めます。名前を書いた封筒に入れてきてください。 

 

5．持ち物    ・サッカー用具一式 ・アップシューズ 

※サッカーパンツ・ストッキングは FPが「白」、GKが「黒」を各自で用意する。 

・保険証コピー ・着替え ・常備薬 ・昼食 ・参加費 ・承諾書 ・携帯電話（連絡用） 

※頭も身体も万全な状態で、しっかり闘える準備をしてきてください。 

 

【問い合わせ】 U-14監督  深山 大士 090-5547-3337 



aﾘｰｸﾞ マリノス AIVANCE 山梨 横浜 勝点 得点 失点 得失 順位

マリノス

ＡＩＶＡＮＣＥ

山梨

横浜

９日(水)

主審 副審 副審 本部

① 第１試合 ９：３０～ マリノス ｖｓ 協会 山梨 横浜 横須賀

② 第２試合 １１：００～ 山梨 ｖｓ 協会 マリ ＡＩ 横須賀

⑤ 第３試合 １３：００～ マリノス ｖｓ 協会 ＡＩ 山梨 横須賀

⑥ 第４試合 １４：３０～ AIVANCE ｖｓ 協会 マリ 横浜 横須賀

Ｂ戦 １６：００～ ｖｓ

１０日(木) 横須賀リーフスタジアム

主審 副審 副審 本部

⑨ 第１試合 ９：３０～ マリノス ｖｓ 協会 ＡＩ 横浜 横須賀

⑪ 第２試合 １１：００～ ＡＩＶＡＮＣＥ ｖｓ 協会 マリ 山梨 横須賀

⑬ 第３試合 １３：３０～ a１位 ｖｓ 協会 a２位 ｂ１位 横須賀

⑮ 第４試合 １５：００～ a2位 ｖｓ 協会 a１位 ｂ２位 横須賀

Ｂ戦 １６：３０～ ｖｓ

１１日(金) 横須賀リーフスタジアム

主審 副審 副審 本部

７位決定戦 ９：３０～ ⑭負け ｖｓ ⑯負け 協会 ⑭勝 ⑯勝 横須賀

５位決定戦 １１：００～ ⑭勝ち ｖｓ ⑯勝ち 協会 ⑭負 ⑯負 横須賀

３位決定戦 １２：３０～ ⑬負け ｖｓ ⑮負け 協会 ⑬勝 ⑮勝 横須賀

決勝戦 １４：００～ ⑬勝ち ｖｓ ⑮勝ち 協会 ⑬負 ⑮負 横須賀

山梨

山梨

横浜

ｂ２位

b１位

横須賀リーフスタジアム

２０１７むらせライス杯 対戦表　

AIVANCE

横浜

横浜

 

 

 

 

 

 

 

 



bﾘｰｸﾞ ｼｰｶﾞﾙｽﾞ 横須賀 ﾍﾞﾙﾏｰﾚ 習志野 勝点 得点 失点 得失 順位

ｼｰｶﾞﾙｽﾞ

横須賀

ﾍﾞﾙﾏｰﾚ

習志野

９日(水)

主審 副審 副審 本部

② 第１試合 ９：３０～ ｼｰｶﾞﾙｽﾞ ｖｓ 協会 ベル 習志 横須賀

④ 第２試合 １１：００～ ﾍﾞﾙﾏｰﾚ ｖｓ 協会 ｼｰｶﾞ 横須 横須賀

⑥ 第３試合 １３：００～ ｼｰｶﾞﾙｽﾞ ｖｓ 協会 横須 ベル 横須賀

⑧ 第４試合 １４：３０～ 横須賀 ｖｓ 協会 ｼｰｶﾞ 習志 横須賀

Ｂ戦 １６：００～ ｖｓ

１０日(木) 湘南学院グラウンド

主審 副審 副審 本部

⑩ 第１試合 ９：３０～ ｼｰｶﾞﾙｽﾞ ｖｓ 協会 Ｆ Ｇ 横須賀

⑫ 第２試合 １１：００～ 横須賀 ｖｓ 協会 Ｅ Ｈ 横須賀

⑭ 第３試合 １３：３０～ a３位 ｖｓ 協会 a４位 ｂ３位 横須賀

⑯ 第４試合 １５：００～ a４位 ｖｓ 協会 a３位 ｂ４位 横須賀

Ｂ戦 １６：３０～ ｖｓ

ﾍﾞﾙﾏｰﾚ

ﾍﾞﾙﾏｰﾚ

習志野

ｂ４位

b３位

湘南学院グラウンド

横須賀

習志野

習志野

 


