
県 サ 第    ○○号 

平成２９年（2017年）６月２８日 

関  係  各  位 

                              （一社）山口県サッカー協会 

                                 会長 天 久   弘 

（公印省略） 

 

第２１回 山口トレセンフェスタ２０１７の開催について 

 

 平素より、山口県サッカー協会トレーニングセンターの活動につきましては、格別のご配慮を賜り感

謝申し上げます。 

 さて、標記の件につきまして、下記のとおり計画実施します。つきましては関係選手の参加をよろし

くご配慮お願いいたします。 

記 

趣旨 山口県トレセンの小学校、中学校、高等学校の各カテゴリーの充実・強化をはかるとともに、今

年度の県トレセン指名選手が一同に集まることにより、選手の意識の高揚、選手把握及び指導者

の相互理解を目的とし、平成２９年度山口県サッカー協会トレーニングセンター指名選抜選手に

よる合同強化試合を行う。 

    

１期    日  平成２９年８月５日（土）・６日（日）９：００～１７：００ 

２会    場  山口県立おのだサッカー交流公園、山陽小野田市サッカー場・小野田運動広場 

３対 象 選 手   平成２９年度山口県トレセン指名選手Ｕ－１２、Ｕ－１４、Ｕ－１６ 

         ・Ｕ－１２：小学校５，６年生県内８地区各学年１０名 約１６０名 

         ・Ｕ－１４：中学校１，２年生県内７地区各学年２０名 約２８０名 

         ・Ｕ－１６：中学校３年生・および国体選抜      約 ３０名 

                     ・女子トレセン指名選手                               約 ２０名 

４準    備  健康保険証、昼食、サッカー用具一式、各自ボール１個 

５指 導 者  平成２９年度 山口県トレセン指導スタッフ 

  開催チーフ  中島 秀之  萩市大字土原５５６     萩東中学校 TEL.0838-25-2721 

技術委員長  東原 秀一  下関市豊田町大字矢田４３４ 豊田中学校 TEL.083-766-0105  

  国体選抜   田中 眞智（徳山高） 石上 大輔（長門高）  中島 秀之（萩東中） 

松井 大輔（西京高） 原田光三郎（厚狭高）  二木 大志（小野田工高） 

    U-16スタッフ 藤井 清久（成進高） 岡﨑 哲哉（防府西高） 池田 栄治（山口中央高）他 

    U-14スタッフ 前田 康光（白石中） 平山 周一（高川学園中）吉村  仁（宮野中）  他 

    U-12スタッフ 水上 哲彦（4種委員長）沖田伊壽夫（川上SS）  飯島 英美（周東LSC）他 

女子スタッフ 勝屋 隆美（FC RE'VE）島川 敏弘（ﾄﾙｼｰﾀﾞ宇部）  

６実 施 内 容 

  U-12 県内８地区のリーグ戦（８人制） 【おのだサッカー交流公園】 

  U-14 県内７地区８チームのリーグ戦   【山陽小野田市サッカー場、おのだサッカー交流公園】 

  U-16  トレーニング・ゲーム             【おのだサッカー交流公園】 

     詳細は別紙参照 

７備    考 

 ［2017山口県サッカー協会トレーニングセンター指名選手］の名簿を会場で販売します。 

  今年度指名選抜選手に購入するようご案内ください。１部；500円 

 大会期間を過ぎると販売はありません。 

 

 

 



県 サ 第    ○○号 

平成２８年（2016年）６月２０日 

保 護 者 各 位 

                              （一社）山口県サッカー協会 

                                 会長 天 久   弘 

（公印省略） 

 

第２１回 山口トレセンフェスタ２０１７の開催について 

 

 平素より、山口県サッカー協会トレーニングセンターの活動につきましては、格別のご配慮を賜り感

謝申し上げます。 

 さて、標記の件につきまして、下記のとおり計画実施します。つきましては関係選手の参加をよろし

くご配慮お願いいたします。 

記 

趣旨 山口県トレセンの小学校、中学校、高等学校の各カテゴリーの充実・強化をはかるとともに、今

年度の県トレセン指名選手が一同に集まることにより、選手の意識の高揚、選手把握及び指導者

の相互理解を目的とし、平成２９年度山口県サッカー協会トレーニングセンター指名選抜選手に

よる合同強化試合を行う。 

    

１期    日  平成２９年８月５日（土）・６日（日）９：００～１７：００ 

２会    場  山口県立おのだサッカー交流公園、山陽小野田市サッカー場・小野田運動広場 

３対 象 選 手  平成２９年度山口県トレセン指名選手Ｕ－１２、Ｕ－１４、Ｕ－１６ 

         ・Ｕ－１２：小学校５，６年生県内８地区各学年１０名 約１６０名 

         ・Ｕ－１４：中学校１，２年生県内７地区各学年２０名 約２８０名 

         ・Ｕ－１６：中学校３年生・および国体選抜      約 ３０名 

                     ・女子トレセン指名選手                               約 ２０名 

４準    備  健康保険証、昼食、サッカー用具一式、各自ボール１個 

５指 導 者  平成２９年度 山口県トレセン指導スタッフ 

  開催チーフ  中島 秀之  萩市大字土原５５６     萩東中学校 TEL.0838-25-2721 

技術委員長  東原 秀一  下関市豊田町大字矢田４３４ 豊田中学校 TEL.083-766-0105  

  国体選抜   田中 眞智（徳山高） 石上 大輔（長門高）  中島 秀之（萩東中） 

松井 大輔（西京高） 原田光三郎（厚狭高）  二木 大志（小野田工高） 

    U-16スタッフ 藤井 清久（成進高） 岡﨑 哲哉（防府西高） 池田 栄治（山口中央高）他 

    U-14スタッフ 前田 康光（白石中） 平山 周一（高川学園中）吉村  仁（宮野中）  他 

    U-12スタッフ 水上 哲彦（4種委員長）沖田伊壽夫（川上SS）  飯島 英美（周東LSC）他 

女子スタッフ 勝屋 隆美（FC RE'VE）島川 敏弘（ﾄﾙｼｰﾀﾞ宇部）  

６実 施 内 容 

  U-12 県内８地区のリーグ戦（８人制） 【おのだサッカー交流公園】 

  U-14 県内７地区８チームのリーグ戦   【山陽小野田市サッカー場、おのだサッカー交流公園】 

  U-16  トレーニング・ゲーム             【おのだサッカー交流公園】 

     詳細は別紙参照 

７備    考 

 ［2017山口県サッカー協会トレーニングセンター指名選手］の名簿を1部５００円で会場販売します。 

開催期間を過ぎると販売はありませんのでご注意下さい。 

 

 



《第21回 山口トレセンフェスタ2017》 
【運営委員】                 

□総括・総務  中島 秀之（選手育成担当） 東原 秀一（技術委員長） 

        渡邉 修身（２種委員長）  植野 真生（３種委員長） 水上 哲彦（４種委員長） 

□開催チーフ  中島 秀之 

□会場設営・選手名簿販売    

                責任者：前田  康光 中島 秀之 各地区トレセン選手育成担当者 

                     Ｕ－１６：藤井 清久   Ｕ－１４：前田 康光   Ｕ－１２：沖田伊壽夫 

  ○会 場 設 営…各地区トレセン選手育成スタッフおよび第１試合チーム選手 

（片付け：トレセン選手・スタッフ） 

  ○選手名簿販売…各トレセンスタッフ 

 ○指   導   者…弁当・リフレッシュの準備 

 

□平成２９年度 山口県トレセン指導スタッフ 

  開催チーフ  中島 秀之  萩市大字土原５５６     萩東中学校 TEL.0838-25-2721 

技術委員長  東原 秀一  下関市豊田町大字矢田４３４ 豊田中学校 TEL.083-766-0105  

  国体選抜   田中 眞智（徳山高） 石上 大輔（長門高）  中島 秀之（萩東中） 

松井 大輔（西京高） 原田光三郎（厚狭高）  二木 大志（小野田工高） 

    U-16スタッフ 藤井 清久（成進高） 岡﨑 哲哉（防府西高） 池田 栄治（山口中央高）他 

    U-14スタッフ 前田 康光（白石中） 平山 周一（高川学園中）吉村  仁（宮野中）  他 

    U-12スタッフ 水上 哲彦（4種委員長）沖田伊壽夫（川上SS）  飯島 英美（周東LSC）他 

女子スタッフ 勝屋 隆美（FC RE'VE）島川 敏弘（ﾄﾙｼｰﾀﾞ宇部）  

 

□日  程 平成２９年８月５日（土）、６日（日） 

カテゴリー Ｕ－１３ Ｕ－１４ Ｕ－１２ 

会  場 
山陽小野田市運動場、 

山口県おのだ交流公園 

山陽小野田市サッカー場、 

山口県おのだ交流公園 

山口県おのだ交流公園 

芝グラウンド 
６

日
（
土

）
 

9：00 Ｕ－１３・１４ 

地区対抗戦 

Ｕ－１３・１４ 

地区対抗戦 

開始式（交流サッカー場） 

Ｕ－１２公開トレーニング

Ｕ－１２地区対抗戦 

 

17：00 

Ｕ－１３・１４ 

地区対抗戦 

Ｕ－１３・１４ 

地区対抗戦 

 

Ｕ－１２地区対抗戦 

 

７
日

（
日

）
 

9：00 Ｕ－１３・１４ 

地区対抗戦 

Ｕ－１３・１４ 

地区対抗戦 
 

17：00 

Ｕ－１３・１４ 

地区対抗戦 

Ｕ－１３・１４ 

地区対抗戦 
Ｕ－１５トレーニング 

 


