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大会について 

１ 趣旨・目的 

   このたびの東日本大震災により被災された皆様に心からお見舞い申し上げ

ます。私たちはサッカーを通じて広がる友好の輪で、被災地域の方々へ少し

でも力添えが出来ればと思い、国際交流試合を開催します。異国とも交流を

深め、世界の皆が力を合わせ困難を乗り越えていけるように絆を深めて成長

してくれることを強く望みます。海外から大韓民国、国内は在日本朝鮮選抜

チームやＪリーグアカデミーチーム、各地域で活躍している単一チームや選

抜チーム、そして、地元前橋市から２チームが参加して、熱戦が繰り広げら

れます。また、海外チーム滞在中には交流試

合の他、地域との交流を図るプログラムとし

て、市長表敬訪問・ホームステイ・企業訪問・

座禅などを行い、日本文化に触れて親睦を深

め各国未来への懸け橋となってくれること

を願っています。そして被災地域の一刻も早

い復興を願い、大会を通じて「元気」を発信

したいと思います。 

 

 

２ 名称 

  東日本大震災復興支援 第 17 回国際交流サッカー大会 U-12 前橋市長杯 

 

３ 主催 

  国際交流サッカー大会 U-12 前橋市長杯実行委員会 

 

４ 共催 

  前橋市 在日本朝鮮群馬県青年商工会 前橋市サッカー協会  

 

５ 後援  

  前橋市国際交流協会 朝日新聞前橋総局 毎日新聞社前橋支局  

読売新聞前橋支局 上毛新聞社 群馬テレビ（株） （株）エフエム群馬 

（株）レッカ社 （株）まえばしＣＩＴＹエフエム  

 

６ 協賛 

   （公社）前橋青年会議所 支援各社 各団体 

 

７ 協力 

    前橋市教育委員会 群馬県立前橋商業高等学校サッカー部 （株）図南クラブ  

 



                                        

８ 開催日時 

【大会 1 日目】平成 25 年 9 月 14 日(土) 大胡総合運動公園 

開会式：午前 9 時 00 分  ※全チーム出席 

試合開始：午前 10 時 00 分 

【大会２日目】平成 25 年 9 月 15 日(日） 

試合開始：午前 9 時 00 分 

【大会３日目】平成 25 年 9 月 16 日(月） 前橋総合運動公園陸上競技場 

試合開始：午前 8 時 30 分 

閉会・表彰式：午後 3 時 30 分 ※全チーム出席 

 

９ 会場  

    前橋総合運動公園陸上競技・ｻｯｶｰ場（前橋市荒口町 437-2） 

大胡総合運動公園（前橋市堀越町 473-4） 

宮城総合運動場（前橋市鼻毛石町 2270-1） 

前橋石関公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ（前橋市石関町 137-1） 

前橋市立前橋高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ（前橋市下細井 2213-3） 

図南ｻｯｶｰﾊﾟｰｸ野中 （前橋市野中町 447-1） 

図南 NTT 大胡ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ（前橋市上大屋町 344） 

 

 

10 参加チーム （36 ﾁｰﾑ） 

  海  外  韓国全国選抜、ソウル市選抜 

日本国内  在日本朝鮮全国選抜、ﾁｮﾝﾘﾏ FC                

      福島ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ U-12、NPO法人ﾋﾞｱﾝｺｰﾈ福島 SC、水戸ﾎｰﾘｰﾎｯｸ EIKOFC、 

FC 栃木、FC VALON、SP-ﾌｯﾁ SC、VIVAIO 船橋 SC、ﾊﾞﾃﾞｨｰ SC 千葉、

江南南 SS、FC ｱﾋﾞﾘｽﾀ、NEOS FC、ﾚｼﾞｽﾀ FC、浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ Jr、 

三菱養和 SC 巣鴨、太子堂 SC、NPO 法人杉並ｱﾔｯｸｽ SC、ﾊﾞﾃﾞｨ-SC、

横浜 F・MP 追浜、FC ｺﾗｿﾝ、川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ U-12、ｳﾞｧﾝﾌｫｰﾚ甲府 U-12、

ｱﾙﾃｨｽﾀ JFC、Vivace FC、SALFUS oRs、名古屋 FC、ｽｸｴｱ冨山 FC、

門真沖 SC、ｱｽﾍﾟｶﾞｽ生駒 FC、ｱｲﾘｽ FC 住吉、大阪ｼﾞｭﾈｯｽ FC、 

VIENTO SC、前橋選抜 

 

                          

11 参加資格 

国内；日本サッカー協会に登録した 6 年生以下のチーム及び選手であること。 
海外；2000 年 10 月 1 日以降出生者の参加を認める。 
 

12 参加必須条件 
  参加者全員スポーツ傷害保険に加入していること。 海外参加チームについ

ては旅行傷害保険に加入していること。 
 
 



                                        

 
13 選手の登録 
  1）別紙メンバー表に記入して申し込む。怪我などで選手が入れ替わることも

含めて、参加予定者の氏名を記入しておくこと。 
2）閉会式にて個人表彰を授与するため、大会期間中は番号・氏名を明記する
こと。 

 
14  試合方法 

1 日目・・・1 次ラウンド（3 ﾁｰﾑﾘｰｸﾞ→1 次ﾗｳﾝﾄﾞ決定戦） 
  2 日目・・・2 次ラウンド（3 ﾁｰﾑﾘｰｸﾞ→2 次ﾗｳﾝﾄﾞ決定戦） 
  3 日目・・・順位決定ラウンド（優勝決定ﾄｰﾅﾒﾝﾄ・順位別 3 ﾁｰﾑﾘｰｸﾞ交流戦）  
 
15 競技規則 

1）２０１３～２０１４年ＦＩＦＡ競技規則に則る。 
2）１１人制で行い、交代は自由、再出場可能とする。 
3）コートサイズは 100～105ｍ×60～68ｍ以内とする。 
4）ゴールは大人用、ボールは４号球で行う。 
5）本大会期間中で退場を命じられた選手は、次の 1 試合に出場できない。 
6）本大会期間中に警告を 2 回受けた選手は、次の 1 試合に出場できない。 
7）試合中に悪天候による中止の場合、その時点でのｽｺｱによって勝敗を決す

る。同点の場合はﾁｰﾑの代表者 5 名による「ｼﾞｬﾝｹﾝ」で勝敗を決定する。 
 
16 試合時間・上位進出決定方法 
  1）1 次・2 次・順位決定ラウンド、交流戦は 30 分（15 分-5 分-15 分）戦績が 

同じ場合はＰＫ合戦（１人ｻﾄﾞﾝﾃﾞｽ方式）を行う。 
2）優勝決定トーナメントは（20 分-5 分-20 分）決しない場合は延長戦 10 分   

（5 分-5 分）尚も決しない場合はＰＫ合戦（5 人）で優勝チームを決定する。 
3）今大会は試合結果・得失点・警告・退場に基きﾎﾟｲﾝﾄを付与して、36 ﾁｰﾑ

にﾗﾝｷﾝｸﾞを付けて翌日のﾌﾞﾛｯｸが決定する。 
 
17 試合組み合わせ 
  対戦組合せは大会実行委員会にて行う。 
   
18 審判 

大会試合は全て派遣審判員が担当する。 
 
19 表彰 
   【団体】 優勝、準優勝、第３位、第４位 
   【個人】 最優秀選手賞 
 【特別】 最多得点ﾌﾟﾚｰﾔｰ賞、最少失点 GK 賞、なでしこ選手賞 

 
20 大会参加費 

１０，０００円（大会運営費・参加賞・東日本大震災復興支援義捐金） 
 
21 海外参加チーム滞在期間と参加行事 
  滞在受入期間・・・９月１２日（木）から９月１８日（水）まで。 
  参加予定行事・・・前橋市長表敬訪問、企業訪問、県内散策 

宿 泊 先・・・・選手は前橋市参加選手の家庭へホームステイ 
大人は市内ホテル宿泊 

【大会事務局】 

  〒379-2166 群馬県前橋市野中町 447－1 担当 大澤勇人 OSAWA HAYATO 

  Tel  81＋（0）27‐261-0565   Fax  81＋（0）27-261-0566  

Mobile 81＋（0）90-5397-5920  E-MAIL hayato@tonan-sc.com    

mailto:hayato@tonan-sc.com

