
２０１８年 ８月２日（木）～８月５日（日）

出発 ８月２日（木） 9:30

到着 ８月５日（日） 20:00頃
※お手数ですが到着時間は予定ですので、各自ご確認下さい。

解散場所は麻溝D面です。

近隣のご迷惑にならないようにお願い致します。

試合会場：かりがねサッカー場・松本市営サッカー場・あがた運動公園

宿泊施設開催：ホテル末広（長野県松本市横田２－７－７）

帯同： 義則 ・ 三上（０８０-２０２１-１７２７）
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８月２日

出発（ミハタBスタジオ） ９：３０

観光 １４：００

練習 １６：００

入浴 １７：３０

夕食 １８：３０

ミーティング ２０：００

就寝 ２１：３０

８月３日

起床 ６：００

朝練 ６：３０

朝食 ７：００

交流戦開始 １０：００

交流戦終了 １６：３０

入浴 １７：３０

夕食 １８：３０

ミーティング ２０：００

８月５日

起床： ６：００

掃除： ６：３０

朝食： ７：００

試合開始： 未定

試合終了： 未定

麻溝D面 到着： ２０：００頃

〈持ち物〉 自分で考えて準備しよう！

・ユニフォーム（代表ユニ・エンジ・白緑） ・ボール ・練習着 ・スパイク

・室内シューズ ・水筒 ・お弁当（初日のみ）

・下着等 ・タオル ・宿舎用部屋着 ・サッカーノート ・洗面用具

・おこづかい（３０００円程度）※金額はご家庭の判断にお任せします。

・保険証コピー ・洗剤 ・洗濯ネット ・ハンガー

８月４日

起床 ６：００

朝練 ６：３０

朝食 ７：３０

試合開始 １０：３０

試合終了 １７：００

入浴 １８：００

夕食 １８：３０

ミーティング ２０：００



松本山雅フェスティバル2018（U-11）　交流戦
【交流戦参加チーム】

◆8/3（金） ※フレンドリーマッチは20分1本になります。主審は対戦チームと相談の上決定をしてください。

・青森FC 青森県

・仁井田レッドスターズ 秋田県

かりがねサッカー場　住所：長野県松本市大字惣社３２５　TEL：０２６３－３２－３２３０ ・グランセナ新潟 新潟県

キックオフ 主審 キックオフ 主審 ・VIVAIO船橋 千葉県

10:00 KF3 - 松本山雅　A 相互 10:00 ・１FC川越水上公園 埼玉県

10:45 江南南 - 松本山雅　A 相互 10:45 山梨県TC - VIVAOI船橋 相互 ・新座片山 埼玉県

11:30 江南南 - VIVAIO船橋 相互 11:30 山梨県TC - KF３ 相互 ・江南南 埼玉県

12:15 KF3 - VIVAIO船橋 相互 12:15 ・マリノス追浜 神奈川県

13:00 青森FC 江南南 相互 13:00 松本山雅　A マリノス追浜 相互 ・ミハタSC 神奈川県

13:45 青森FC - マリノス追浜 相互 13:45 ヴィッセル神戸 - 山梨県TC 相互 ・ヴァンフォーレ甲府 山梨県

14:30 KF3 - 山梨県TC 相互 14:30 ヴィッセル神戸 - 松本山雅　A 相互 ・山梨県トレセン 山梨県

15:15 青森FC - VIVAIO船橋 相互 15:15 マリノス追浜 - 江南南 相互 ・カワイ体育教室 静岡県

16:00 VIVAIO船橋 - 山梨県TC 相互 16:00 ヴィッセル神戸 - 江南南 相互 ・奈良クラブ 奈良県

16:45 青森FC - KF３ 相互 16:45 ヴィッセル神戸 - マリノス追浜 相互 ・アイリス住吉FC 大阪府

・ヴィッセル神戸 兵庫県

松本市サッカー場　住所：長野県松本市今井７０３７－７　TEL：０２６３－５８－１９２０ ・フレスカ神戸 兵庫県

キックオフ 主審 キックオフ 主審 ・長野県トレセン 長野県

10:00 フォルツァ松本 - グランセナ新潟 相互 10:00 ミハタSC - 松本山雅　C 相互 ・下伊那TC　U-12 長野県

10:45 カワイ体育教室 - グランセナ新潟 相互 10:45 フォルツァ松本 - 松本山雅　C 相互 ・フォルツァ松本 長野県

11:30 カワイ体育教室 - フォルツァ松本 相互 11:30 ミハタSC - グランセナ新潟 相互 ・松本山雅FC　A 長野県

12:15 カワイ体育教室 - ミハタSC 相互 12:15 松本山雅　C - グランセナ新潟 相互 ・松本山雅FC　B 長野県

・松本山雅FC　C 長野県

13:30 フレスカ神戸 - フォルツァ松本 相互 13:30 奈良クラブ - グランセナ新潟 相互

14:15 フレスカ神戸 - カワイ体育教室 相互 14:15 奈良クラブ - ミハタSC 相互

15:00 松本山雅　C - カワイ体育教室 相互 15:00 フォルツァ松本 - グランセナ新潟 相互

15:45 フレスカ神戸 - ミハタSC 相互 15:45 奈良クラブ - フォルツァ松本 相互

16:30 フレスカ神戸 - グランセナ新潟 相互 16:30 奈良クラブ - カワイ体育教室 相互

あがた運動公園グランド　住所：長野県松本市県１－３－２９　TEL：０２６３－３４－５６５０

キックオフ 主審 キックオフ 主審

10:00 長野県TC - VF甲府 相互 10:00 松本山雅　B - １FC川越水上公園 相互

10:45 下伊那TC　U-12 - 新座片山 相互 10:45 VF甲府 - １FC川越水上公園 相互

11:30 長野県TC - 下伊那TC　U-12 相互 11:30 VF甲府 - １FC川越水上公園 相互

12:15 松本山雅　B - 新座片山 相互 12:15 長野県TC - １FC川越水上公園 相互

13:00 アイリス住吉 - VF甲府 相互 13:00 下伊那TC　U-12 - 仁井田レッドスターズ 相互

13:45 アイリス住吉 - 松本山雅　B 相互 13:45 長野県TC - １FC川越水上公園 相互

14:30 新座片山 - VF甲府 相互 14:30 仁井田レッドスターズ - １FC川越水上公園 相互

15:15 アイリス住吉 - 長野県TC 相互 15:15 下伊那TC　U-12 - １FC川越水上公園 相互

16:00 アイリス住吉 - 新座片山 相互 16:00 仁井田レッドスターズ - 松本山雅　B 相互

16:45 アイリス住吉 - 下伊那TC　U-12 相互 16:45 仁井田レッドスターズ - VF甲府 相互

昼食 ※希望チームはフレンドリー可（当日本部で調整します）

あがた運動公園G　西コート あがた運動公園G　東コート

【試合時間】　15分ー5分ー15分 （給水あり。ランニングタイムで行います）

かりがねサッカー場　西コート かりがねサッカー場　東コート

※フレンドリｰ

※フレンドリｰ

松本市営サッカー場　南コート 松本市営サッカー場　北コート



松本山雅フェスティバル2018（U-11）　大会1日目

◆8/4（土） ※フレンドリーマッチは20分1本になります。主審は対戦チームと相談の上決定をしてください。

キックオフ 主審 キックオフ 主審 Aグループ 松本山雅　A ミハタSC アイリス住吉 ファナティコス 勝ち 分け 負け 勝点 総得点 総失点 得失点 順位

9:30 相互 9:30 相互 松本山雅　A - - -

9:55 相互 9:55 相互 ミハタSC - - -

１０：３０
（Aグループ）

松本山雅　A ミハタSC 大会本部 10:30 アイリス住吉 ファナティコス 大会本部 アイリス住吉 - - -

１１：１５
（Bグループ）

フォルツァ松本 JACPA東京 大会本部 11:15 ヴィッセル神戸 青森FC 大会本部 ファナティコス - - -

１２：００
（Aグループ）

松本山雅　A アイリス住吉 大会本部 12:00 ミハタSC ファナティコス 大会本部

Bグループ フォルツァ松本 JACPA東京 ヴィッセル神戸 青森FC 勝ち 分け 負け 勝点 総得点 総失点 得失点 順位

１３：３０
（Bグループ）

フォルツァ松本 ヴィッセル神戸 大会本部 13:30 JACPA東京 青森FC 大会本部 フォルツァ松本 - - -

１４：１５
（Aグループ）

松本山雅　A ファナティコス 大会本部 14:15 ミハタSC アイリス住吉 大会本部 JACPA東京 - - -

１５：００
（Bグループ）

フォルツァ松本 青森FC 大会本部 15:00 JACPA東京 ヴィッセル神戸 大会本部 ヴィッセル神戸 - - -

15:45 相互 15:45 相互 青森FC - - -

16:10 相互 16:10 相互

16:35 相互 16:35 相互 Cグループ 新座片山 山梨県TC グランセナ新潟 大山田SSS 勝ち 分け 負け 勝点 総得点 総失点 得失点 順位

新座片山 - - -

山梨県TC - - -

キックオフ 主審 キックオフ 主審 グランセナ新潟 - - -

9:30 相互 9:30 相互 大山田SSS - - -

9:55 相互 9:55 相互

１０：３０
（Cグループ）

新座片山 山梨県TC 大会本部 10:30 グランセナ新潟 大山田SSS 大会本部 Dグループ 松本山雅　B 仁井田レッドスターズ マリノス追浜 カワイ体育教室 勝ち 分け 負け 勝点 総得点 総失点 得失点 順位

１１：１５
（Dグループ）

松本山雅　B 仁井田レッドスターズ 大会本部 11:15 マリノス追浜 カワイ体育教室 大会本部 松本山雅　B - - -

１２：００
（Cグループ）

新座片山 グランセナ新潟 大会本部 12:00 山梨県TC 大山田SSS 大会本部 仁井田レッドスターズ - - -

マリノス追浜 - - -

１３：３０
（Dグループ）

松本山雅　B マリノス追浜 大会本部 13:30 仁井田レッドスターズ カワイ体育教室 大会本部 カワイ体育教室 - - -

１４：１５
（Cグループ）

新座片山 大山田SSS 大会本部 14:15 山梨県TC グランセナ新潟 大会本部

１５：００
（Dグループ）

松本山雅　B カワイ体育教室 大会本部 15:00 仁井田レッドスターズ マリノス追浜 大会本部 Eグループ 長野県TC 奈良クラブ エスパルス三島 アロンドラ 勝ち 分け 負け 勝点 総得点 総失点 得失点 順位

15:45 相互 15:45 相互 長野県TC - - -

16:10 相互 16:10 相互 奈良クラブ - - -

16:35 相互 16:35 相互 エスパルス三島 - - -

FC Vinculo 相模原 - - -

キックオフ 主審 キックオフ 主審

9:30 相互 9:30 相互 Fグループ VF甲府 下伊那TC　U-12 フレスカ神戸 VIVAIO船橋 勝ち 分け 負け 勝点 総得点 総失点 得失点 順位

9:55 相互 9:55 相互 VF甲府 - - -

１０：３０
（Eグループ）

長野県TC 奈良クラブ 大会本部 10:30 エスパルス三島 FC Vinculo 相模原 大会本部 下伊那TC　U-12 - - -

１１：１５
（Fグループ）

VF甲府 下伊那TC　U-12 大会本部 11:15 フレスカ神戸 VIVAIO船橋 大会本部 フレスカ神戸 - - -

１２：００
（Eグループ）

長野県TC エスパルス三島 大会本部 12:00 奈良クラブ FC Vinculo 相模原 大会本部 VIVAIO船橋 - - -

【会場】

１３：３０
（Fグループ）

VF甲府 フレスカ神戸 大会本部 13:30 下伊那TC　U-12 VIVAIO船橋 大会本部 かりがねサッカー場 住所：長野県松本市大字惣社３２５　TEL：０２６３－３２－３２３０

１４：１５
（Eグループ）

長野県TC FC Vinculo 相模原 大会本部 14:15 奈良クラブ エスパルス三島 大会本部

１５：００
（Fグループ）

VF甲府 VIVAIO船橋 大会本部 15:00 下伊那TC　U-12 フレスカ神戸 大会本部 あがた運動公園グランド 住所：長野県松本市県１－３－２９　TEL：０２６３－３４－５６５０

15:45 相互 15:45 相互

16:10 相互 16:10 相互 松本市サッカー場 住所：長野県松本市今井７０３７－７　TEL：０２６３－５８－１９２０

16:35 相互 16:35 相互

昼食 ※希望チームはフレンドリー可（当日本部で調整します）

松本市営サッカー場G　西コート 松本市営サッカー場G　東コート

昼食 ※希望チームはフレンドリー可（当日本部で調整します）

【試合時間】15分ー5分ー15分

かりがねサッカー場　西コート かりがねサッカー場　東コート

昼食 ※希望チームはフレンドリー可（当日本部で調整します）

あがた運動公園G　西コート あがた運動公園G　東コート



松本山雅フェスティバル2018（U-11）　大会2日目 上位トーナメント（各グループ1位と各グループ2位の中の2位まで）

◆8/5（日） ※フレンドリーマッチは20分1本になります。主審は対戦チームと相談の上決定をしてください。

キックオフ 主審 キックオフ 主審

①　9:００ 各グループ1位の中の1位 - 各グループ2位の中の2位 大会本部 ②　９：００ 各グループ1位の中の6位 - 各グループ1位の中の3位 大会本部

③　９：５０ 各グループ1位の中の5位 - 各グループ1位の中の4位 大会本部 ④　９：５０ 各グループ1位の中の2位 - 各グループ2位の中の2位 大会本部

⑤　１０：４０ ①勝ち - ②勝ち 大会本部 ⑥　１０：４０ ①負け - ②負け 大会本部

⑦　１１：３０ ③勝ち - ④勝ち 大会本部 ⑧　１１：３０ ③負け - ④負け 大会本部

⑨　１３：２０
（5位決定戦）

⑥勝ち - ⑧勝ち 大会本部 ⑩　１３：２０
（7位決定戦）

⑥負け - ⑧負け 大会本部

⑪　１４：１０
（決勝）

⑤勝ち - ⑦勝ち 大会本部 ⑫　１４：１０
（3位決定戦）

⑤負け - ⑦負け 大会本部

15:30 フレンドリー - フレンドリー 相互 15:30 フレンドリー - フレンドリー 相互

15:55 フレンドリー - フレンドリー 相互 15:55 フレンドリー - フレンドリー 相互

16:20 フレンドリー - フレンドリー 相互 16:20 フレンドリー - フレンドリー 相互

キックオフ 主審 キックオフ 主審

①　9:００ 各グループ2位の中の3位 - 各グループ3位の中の4位 大会本部 ②　９：００ 各グループ3位の中の2位 - 各グループ2位の中の6位 大会本部

③　９：５０ 各グループ3位の中の1位 - 各グループ2位の中の8位 大会本部 ④　９：５０ 各グループ3位の中の3位 - 各グループ2位の中の4位 大会本部

⑤　１０：４０ ①勝ち - ②勝ち 大会本部 ⑥　１０：４０ ①負け - ②負け 大会本部

⑦　１１：３０ ③勝ち - ④勝ち 大会本部 ⑧　１１：３０ ③負け - ④負け 大会本部

⑨　１３：２０
（１３位決定

戦）
⑥勝ち - ⑧勝ち 大会本部

⑩　１３：２０
（１５位決定

戦）
⑥負け - ⑧負け 大会本部

⑪　１４：１０
（９位決定戦）

⑤勝ち - ⑦勝ち 大会本部
⑫　１４：１０
（１１位決定

戦）
⑤負け - ⑦負け 大会本部

15:30 フレンドリー - フレンドリー 相互 15:30 フレンドリー - フレンドリー 相互

15:55 フレンドリー - フレンドリー 相互 15:55 フレンドリー - フレンドリー 相互

16:20 フレンドリー - フレンドリー 相互 16:20 フレンドリー - フレンドリー 相互

キックオフ 主審 キックオフ 主審

①　9:００ 各グループ3位の中の5位 - 各グループ4位の中の6位 大会本部 ②　９：００ 各グループ4位の中の4位 - 各グループ4位の中の1位 大会本部

③　９：５０ 各グループ4位の中の3位 - 各グループ4位の中の2位 大会本部 ④　９：５０ 各グループ4位の中の5位 - 各グループ3位の中の6位 大会本部

⑤　１０：４０ ①勝ち - ②勝ち 大会本部 ⑥　１０：４０ ①負け - ②負け 大会本部

⑦　１１：３０ ③勝ち - ④勝ち 大会本部 ⑧　１１：３０ ③負け - ④負け 大会本部

⑨　１３：２０
（２１位決定

戦）
⑥勝ち - ⑧勝ち 大会本部

⑩　１３：２０
（２３位決定

戦）
⑥負け - ⑧負け 大会本部

⑪　１４：１０
（１７位決定

戦）
⑤勝ち - ⑦勝ち 大会本部

⑫　１４：１０
（１９位決定

戦）
⑤負け - ⑦負け 大会本部

15:30 フレンドリー - フレンドリー 相互 15:30 フレンドリー - フレンドリー 相互

15:55 フレンドリー - フレンドリー 相互 15:55 フレンドリー - フレンドリー 相互

16:20 フレンドリー - フレンドリー 相互 16:20 フレンドリー - フレンドリー 相互

⑥　１０：４０　東 ⑧　１１：３０　東

⑨　２１位決定戦　１３：２０　西

⑩　２３位決定戦　１３：２０　東

5位

④　９：５０　東

3位の中の5位 4位の中の6位 4位の中の4位 4位の中の1位 4位の中の3位 4位の中の2位 4位の中の5位 3位の中の6位

⑦　１１：３０　西

昼食 ※希望チームはフレンドリー可（当日本部で調整します） ①　９：００　西 ②　９：００　東 ③　９：５０　西

下位トーナメント（各グループ3位の中の5位～6位と各グループ4位） 優勝

⑪　１７位決定戦　１４：１０　西

⑫　１９位決定戦　１４：１０　東

⑤　１０：４０　西

松本市営サッカー場G　北コート 松本市営サッカー場G　南コート

2位の中の8位 3位の中の3位 2位の中の4位

⑥　１０：４０　東 ⑧　１１：３０　東

⑨　１３位決定戦　１３：２０　西

2位の中の3位 3位の中の4位 3位の中の2位 2位の中の6位 3位の中の1位

⑩　１５位決定戦　１３：２０　東

5位

下位トーナメント

昼食 ※希望チームはフレンドリー可（当日本部で調整します） ①　９：００　西 ②　９：００　東 ③　９：５０　西 ④　９：５０　東

⑦　１１：３０　西

⑨　５位決定戦　１３：２０　西

⑩　７位決定戦　１３：２０　東

5位

中位トーナメント 中位トーナメント（各グループ2位の中の3位～6位と各グループ3位の中の4位まで） 優勝

あがた運動公園G　西コート あがた運動公園G　東コート

⑪　９位決定戦　１４：１０　西

⑫　１１位決定戦　１４：１０　東

⑤　１０：４０　西

1位の中の5位 1位の中の4位 2位の中の1位 1位の中の2位

⑥　１０：４０　東 ⑧　１１：３０　東

⑦　１１：３０　西

①　９：００　西 ②　９：００　東 ③　９：５０　西 ④　９：５０　東

昼食 ※希望チームはフレンドリー可（当日本部で調整します） 1位の中の1位 2位の中の2位 1位の中の6位 1位の中の3位

かりがねサッカー場　西コート かりがねサッカー場　東コート ⑤　１０：４０　西

優勝

⑪　決勝　１４：１０　西

【試合時間】20分ー5分ー20分　※同点の場合はPK戦（3人制）になります。

上位トーナメント ⑫　３位決定戦　１４：１０　東


