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主　催：Y．Ｌ．Ｓ．Ｆ実行委員会

主　管：一般社団法人町田サッカー協会小学部

’夢は見るものではなく、かなえるもの’’

町田市上の原グランド

２０２２年７月２日(土)

横浜沿線少年サッカーフェステイバル



とし、プレーヤーズファーストに徹する。

無理をせずに交流を継続し、各市・区のサッカー発展に寄与

ＹＬＳＦ憲章

~プレーヤーズファーストを実現するために~

横浜線沿線各市の交流拡大とサッカー競技の普及・質の向上

を目指し、サッカー文化の醸成に貢献する仲間として連携し

て移動する。さらに、歴史文化を継承するシルクロードの繋

がりを重視し、生活を支える地域間の絆を大切にする。

交流

環境 各市協会(連盟)での交流の位置づけ及び権威を高め、選手の

育成強化に寄与する。また、試合環境は芝生での舞台を原則

理念

横浜沿線少年サッカーフェステイバル実行委員会

運営 １年１回の持ち回り開催を原則とし、各市協会(連盟)協力し

て運営にあたる。そして、次世代に向けてバトンタッチを確

実に実行し将来に備える。

する。また、子供も大人も楽しみ、人間関係をベースに横浜

線沿線地域間の交流の絆を高める。



横浜市議　斉藤達也先生

第１４回横浜沿線少年サッカーフェステイバル

【開会式】 司　会　　町田サッカー協会小学部

1 開会の言葉 町田サッカー協会

3 優勝杯返還

2 実行委員長挨拶

4 諸注意 町田サッカー協会

5 閉会

1 成績発表 町田サッカー協会

司　会　　町田サッカー協会小学部【表彰式及び閉会式】

4 解散

2 表彰 横浜市議　斉藤達也先生

3 閉会の言葉 町田サッカー協会

Ｕー１２ 相模原トレセン

Ｕー１１ 八王子選抜

少　女 八王子選抜



※勝点が同じの場合は❶得失点差、❷総得点数、❸当該間の成績、❹抽選

技レベルの向上を図ることを目的とする。

たりリーグ戦を行い順位を決定する。

第１４回横浜沿線少年サッカーフェステイバル開催要項

1 名　称 第１４回横浜沿線少年サッカーフェステイバル(Y．L．Ｓ．Ｆ)

3 主　催 Y．L．Ｓ．Ｆ実行委員会

2 趣　旨 少年サッカーの発展と育成を目指して、横浜沿線沿線地域の交流と競

5 期　日 ２０２２年７月２日(土)

4 主　管 一般社団法人町田サッカー協会小学部

所在地：町田市野津田町2035(野津田公園内)

※会場事務所には直接電話しないでください

6 会　場 町田市上の原グランド(ハイブリット天然芝２面)　

8 参　加 相模原トレセン　横浜市緑区選抜　八王子選抜　町田トレセン

7 参加費 ２０，０００円(協会・連盟で大会当日支払い)

10 競技方法 各市Ｕー１２、Ｕー１１、少女選抜の３カテゴリーで、４チーム総当

9 表　彰 優勝チームは優勝カップ(持ち回り)・賞状及び記念品を授与する。

準優勝から第４位までには賞状及び記念品を授与する。

②競技場は６８ｍ×５０ｍを基本とする。

③試合時間は１５分ハーフとする。(ハーフタイムは５分）

11 競技規則 ①試合人数は８人制とする。(自由な交代とする)

⑤順位は勝点の多いチームを上位とする。

　勝(３)、分(１)、負(０)、不戦勝(-１)スコア０-３　

④試合球は４号認定級とし主催者が用意する。

⑦警告・退場はその試合のみとする。(退場者の補充はできる)

⑧ユニフォームは２色用意する。ただしビブス可とする。

⑥フリーキックは７ｍとする。

⑨メンバー表及び交代票は使用しない。

⑩その他は２０２２年度日本サッカー協会８人制競技規則に準ずる。



　免許・スパイク不可)

　当者にメールで連絡します。

　ら５分間。第２試合以降は前試合のハーフタイム。

きます。

　　次第では満車になり駐車できない場があります。その場合はＰ１~

　ます。

　せ下さい。

　　Ｐ４駐車場をご利用ください。

　　「駐車証」をフロントガラスに掲示してください。

●会場内は禁煙です。喫煙はクラブハウス裏の指定喫煙場所でお願いし

　　でグランドに行けます）

12 審　判 ●審判は主審２名制とし、審判割り当てに従ってください。(要審判

●ウォーミングアップ場所は狭く限られていますのでご了承ください。

●グランド内の飲み物は水のみとなります。

13 その他 ●雨天決行とする。荒雨の場合は午前６時００分に決定し、各市担

　グランド内ウオーミングアップは、第１位試合は開始１０分前か

　★Ｐ5：東駐車場は、各市実行委員・町田協会運営スタッフ・各協会

●その他については当日ご連絡します。何かありましたら郷原迄お問合

●会場案内及び駐車について

　　各カテゴリー３台までとします。但し、隣接する野球場関係者の車

●大会中の事故・怪我については、チーム責任者において対処する。

●開会式を行いますので時間までに来てください。

　★４台目からはＰ１~Ｐ４駐車場をご利用ください。(森を抜けて徒歩

　★Ｐ５東駐車場をご利用する場合のみ、当ファイルのシートにある

［町田　上の原グランド］で検索すると駐車料金案内が確認できます。

［野津田公園　案内図］で検索すると会場案内及び駐車場所が確認で

●会場は雨避け場がありませんので、各協会テントをご持参ください。
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横浜 町田八王子

午前８：４５ チーム集合

午前９：００~９：１５ 開会式

Ａコート(駐車場側)

少女1 9:30 横浜 町田

開始時間種別NO

対戦 主審１ 主審２

Bコート

相模原八王子町田 横浜 相模原 八王子

3 U-12 10:50 町田 横浜 八王子 相模原 相模原

町田 横浜 八王子 相模原 相模原2 U-11 10:10

八王子 横浜 町田

横浜 相模原 横浜 町田 八王子

町田 八王子

4 少女 11:30 町田 八王子 相模原

相模原 横浜 町田横浜

横浜 相模原 横浜5 U-11 12:10 町田 八王子 相模原

6 U-12 12:50 町田 八王子 相模原

8 U-11 14:10 横浜 八王子

7

八王子 相模原

相模原

少女 13:30 横浜 八王子 相模原

14:50 横浜

状況によっ

てはなし

第１４回横浜沿線少年サッカーフェステイバル

雨天時

同左

状況によっ

てはなし

雨天時

開始時間

9:30

9:55

10:20

10:45

試合時程

対戦 主審１ 主審２

9 U-12

１５：４０~１６：００ 表彰式及び閉会式

町田 相模原 町田 横浜 八王子

八王子

町田

11:10

11:35

12:00

12:25

12:50

相模原 町田 横浜 八王子

町田 相模原 町田 横浜

八王子



- - - -
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- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -4 八王子選抜

3 相模原トレセン

2 横浜緑区選抜

1 町田トレセン

八王子 勝点 得点 失点 得失点 順位

Uー１２リーグ

NO チーム名 町　田 横　浜 相模原

4 八王子選抜

3 相模原トレセン

2 横浜緑区選抜

1 町田トレセン

八王子 勝点 得点 失点 得失点 順位

Uー１１リーグ

NO チーム名 町　田 横　浜 相模原

4 八王子選抜

3 相模原トレセン

2 横浜緑区選抜

チーム名

1 町田トレセン

第１４回横浜沿線少年サッカーフェステイバルリーグ戦表

少女リーグ

NO 町　田 横　浜 相模原 八王子 勝点 得点 失点 得失点 順位



い。(選手・スタッフ・応援者)　※小さい子は不可

新型コロナウィルス感染症対策のお願い

・ 感染対策及び消毒用具等の持参をお願いします。

・ 新型コロナウィルス感染症対策の為、各協会の来場人数をお知らせくださ

体調の悪い方や高熱のある方は来場できません(応援の保護者も含む)・

です。(黙食)

・ 試合・ウォーミングアップ・食事以外はマスクをつけてください。(大きな声でお

しゃべりをしないでください)

・ こまめな手洗い・消毒をしてください。

・ 試合・練習時以外では、人と人との距離を取りましょう。

・ 基本的に荷物場所での待機をお願いします。関係のないところへは行かない

ようにしてください。

・ 食事は個人で食べるようにしてください。集団(丸くなって等)での食事は禁止

★無事開催できるよう、皆さんご理解ご協力をお願いいたします★

・ 飲み物のまわし飲み、タオルの使いまわしはしないでください。

・ 試合ベンチは試合前・後にアルコール消毒をしてください。

・ 上記以外に、必要と思う対策及び各協会で決められている対策もお願いします。



新型コロナウィルス感染症対策の為中止

新型コロナウィルス感染症対策の為中止

Uー１１

少女

Ｕー１２

Uー１１

少女

少女

Uー１１

Ｕー１２

Uー１１

少女

Ｕー１２

八王子選抜 相模原トレセン 横浜市緑区選抜 町田トレセン

相模原トレセン 八王子選抜 町田トレセン 横浜市緑区選抜

八王子選抜 相模原トレセン 町田トレセン 横浜市緑区選抜

相模原トレセン 町田トレセン 八王子選抜 横浜市緑区選抜

相模原トレセン 八王子選抜 町田トレセン 横浜市緑区選抜

町田トレセン 相模原トレセン 八王子選抜 横浜市緑区選抜

町田トレセン 相模原トレセン 八王子選抜 横浜市緑区選抜

町田トレセン 八王子選抜 相模原トレセン 横浜市緑区選抜

町田トレセン 相模原トレセン 八王子選抜 横浜市緑区選抜

相模原トレセン 横浜市緑区選抜

横浜市緑区選抜 相模原トレセン 町田トレセン 八王子選抜

町田トレセン 横浜市緑区選抜

相模原トレセン 八王子選抜 町田トレセン 横浜市緑区選抜

町田トレセン 八王子選抜

八王子選抜 横浜市緑区選抜

八王子選抜 相模原トレセン 横浜市緑区選抜 町田トレセン

相模原トレセン 町田トレセン

相模原トレセン 八王子選抜

相模原市

Ｕー１２

Uー１１

少女

Ｕー１２

八王子市

相模原市

町田市

Ｕー１２

Uー１１

少女

横浜市緑区選抜 相模原トレセン 町田トレセン

八王子選抜 町田トレセン 横浜市緑区選抜

相模原トレセン 町田トレセン 横浜市緑区選抜

相模原トレセン 町田トレセン

相模原代表

(ミハタＳＳ)
横浜市緑区選抜

相模原市 Ｕー１２ 八王子選抜 町田トレセン 相模原トレセン 横浜市緑区選抜

横浜市緑区選抜

Ｕー１２ 八王子選抜 町田トレセン 相模原トレセン 横浜市緑区選抜

第１１回

２０１９年

第１２回

２０２０年

第１３回

２０２１年

横浜市 Ｕー１２ 八王子選抜

八王子市 Ｕー１２ 町田選抜

町田市

第５回

２０１３年

第６回

２０１４年

第７回

２０１５年

第８回

２０１６年

第９回

２０１７年

第１０回

２０１８年

横浜市 Ｕー１２ 八王子選抜

八王子選抜

相模原トレセン

八王子選抜

横浜市

八王子市

第４位

第１回

２００９年

Y．L．Ｓ．Ｆの歴史

第２回

２０１０年

第３回

２０１１年

第４回

２０１２年

町田代表

(町田JFC)
横浜市緑区選抜

相模原代表

(作の口ＳＳ)

八王子選抜

開催年 開催市 種別 優勝 準優勝 第３位



　『野津田公園・上の原グランド案内』
　★所在地：東京都町田市野津田町2035　　http://www.nozuta-park.com/

上の原グランド

駐車場

台数制限あり

上の原グランド入口

『会場内全面禁煙』

※指定喫煙場所あり🚭

『お願い・連絡事項』

【駐車について】

※駐車場(有料)は下記をご利用ください。混雑する場合がありますので、早めのご来場をお願いします。

★東第1・第2駐車場[Ｐ5]

※各市実行委員・町田協会運営スタッフ・各市各カテゴリー３台まで。隣接する野球場関係者の車両次第では満車になり駐車できない場合があります。

※上記以外(保護者等)は、P1~P4をご利用ください。

【その他】

※荷物置場・ウォーミングアップ場所・会場注意事項等は当日ご連絡します。

『駐車場料金』

※一律800円

(出入りした場合は別途料金が

かかります)


