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報告書 



◆主催： コパ・トレーロス実行委員会 

◆後援： 観光庁、 須賀川観光協会 

◆大会支援団体： 

  大塚製薬株式会社、株式会社ダブルデイ、株式会社木村屋總本店、株式会社アシタバ地球号、株式会社スクワッド 

  株式会社BBMスポーツ・コミッション、株式会社毎日コムネット、月刊サッカークリニック、scrapring、大成建設株式会社 

  東京スポーツ・レクリエーション専門学校、東振化学株式会社、TOMOTO DESIGN、プーマジャパン株式会社 

  横浜カントリー＆アスレティッククラブ、ワイズアスリートサポート 

◆大会準支援団体： 

  浦安大一産業株式会社、荻小サッカークラブ、ソルキッズサッカースクール、和田ブルドッグSC、FC馬橋、井荻SC,、五條仁徳 

  佐藤年彦、山田登美子 

◆企画/運営： ファンルーツアカデミー、FCトレーロス 

◆開催日： 2011年7月16日（土）～8月12日（金） 

◆会場： 駒沢オリンピック総合運動場、アミノバイタルフィールド、しんよこフットボール―パーク、YC&AC 

◆対象： U8の部（小学2年生以下）、U9の部（小学3年生以下）、U10の部（小学4年生以下）、 U11の部（小学5年生以下） 

      U12の部（小学6年生以下）、U13の部（中学1年生以下） 

◆参加クラブ（五十音順）： 

  〔Jリーグ〕 

     ヴァンフォーレ甲府（山梨県）、東京ヴェルディ1969フットボールクラブ（東京都）、ジュビロ沼津（静岡県） 

     大宮アルディージャU12（埼玉県）、鹿島アントラーズ（茨城県）、柏レイソル（千葉県）、川崎フロンターレ（神奈川県） 

     湘南ベルマーレ（神奈川県）、栃木SC（栃木県）、ベガルタ仙台（宮城県）、横浜FC（神奈川県）、横浜F・マリノス（神奈川県） 

  〔東京都外〕 

     あざみ野FC（神奈川県）、イーグルス（千葉県）、浦安ジュニアサッカークラブ（千葉県）、SCH FC（神奈川県） 

     FCパーシモン（神奈川県）、FC CORUJA（埼玉県）、城北ファイターズ（神奈川県）、中野島FC（神奈川県） 

     浜松開成館中学校サッカー部（静岡県）、横浜朝鮮初級学校サッカークラブ（神奈川県）、リトルジャンボSC（神奈川県） 

  〔東京都/杉並区外〕 

     あきる野FC（あきる野市）、金井藤の台FC（町田市）、クリアージュフットボールクラブ（足立区）、第一SSC（豊島区） 

     滝山JFC（東久留米市）、調布大塚サッカークラブ（大田区）、トレドあきる野サッカークラブ（あきる野市）、FC WASEDA（新宿区） 

     府ロクサッカークラブ（府中市）、町田JFC（町田市）、三菱養和サッカークラブ巣鴨（豊島区） 

     三菱養和サッカークラブ調布（調布市）、武蔵野ウィングスサッカークラブ（武蔵野市）、横河武蔵野FC（武蔵野市） 

  〔東京都/杉並区〕 

     井荻SC、 FCトレーロス、荻小SC、杉十SC、高井戸FC、高二SC、東京都第4ブロックトレセン、西田FC、浜田山JSC、FC馬橋 

     明和蹴球倶楽部、和田ブルドッグ 

◆大会事務局： 

  コパ・トレーロス実行委員会 〒103-0028 東京都中央区八重洲1-7-4 矢満登ビル6F 株式会社ファンルーツ内 
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COPA TOREROS 開催概要 



◆日程： 2011年7月16日（土）    ◆会場： アミノバイタルフィールド 

◆対象： 小学2年生以下（2003年4月1日生まれ以降） 

◆参加クラブ： 

イーグルス（千葉県）、滝山JFC（西東京市）、西田SC（杉並区）、高井戸FC（杉並区）、城北ファイターズ（神奈川県） 

井荻SC（杉並区）、FCトレーロス（杉並区）、FC WASEDA（新宿区）、トレドあきる野（あきる野市）、調布大塚SC（大田区） 

FC馬橋（杉並区）、浜田山JSC（杉並区）、府ロクSC（府中市）、荻小SC（杉並区）、和田ブルドッグ（杉並区） 

ファンルーツアカデミー（世田谷区） 

◆大会結果：  

優勝 : ファンルーツアカデミー  準優勝 : イーグルス  3位 : トレドあきる野   観光庁長官賞 : 和田ブルドッグ 

最優秀選手 : イトウシュンタロウ君 （ファンルーツアカデミー） 

優秀選手 : 

テラウチコウダイ君（トレドあきる野）、ウチダリョウタロウ君（調布大塚）、イガラシハル君（馬橋）、タカシマユウ君（府ロク） 

タカハシナオキ君（荻小）、イトウソウキ君（和田ブルドッグ）、ヨシダヒロキ君（イーグルス）、ムラノマオ君（滝山） 

サカモトタカシ君（西田）、アチワナオキ君（高井戸）、ウオサキレオ君（城北）、ウエハラダイ君（井荻） 

コジマトア君（トレーロス）、アンドウタクミ君（WASEDA） 
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COPA TOREROS ～U8の部～ 



◆日程： 2011年7月28日（木）    ◆会場： 駒沢オリンピック公園総合運動場・第1球技場 

◆対象： 小学3年生以下（2002年4月1日生まれ以降） 

◆参加クラブ： 

府ロクSC（府中市）、杉十SC（杉並区）、FCトレーロス（杉並区）、FC WASEDA（新宿区）、金井藤の台SC（町田市） 

武蔵野ウィングス（武蔵野市）、和田ブルドッグ（杉並区）、城北ファイターズ（神奈川県）、明和蹴球倶楽部（杉並区） 

高二SC（杉並区）、ファンルーツアカデミー（品川区）、調布大塚SC（大田区） 

◆大会結果：  

優勝 : 府ロクSC  準優勝 : 杉十SC  3位 : FCトレーロス  観光庁長官賞 : FC WASEDA 

最優秀選手 : 渋谷健君 （府ロクSC） 

優秀選手：  

堀内泰佑君（杉十）、山下陽大君（トレーロス）、千秋直也君（WASEDA）、鈴木洸太郎君（金井藤の台） 

河村太幹君（武蔵野ウイングス）、石田晃大君（和田ブルドック）、佐藤駿一君（城北ファイターズ）、 湯浅健君（調布大塚）

石井敬吾君（高二）、高田龍之介君（ファンルーツアカデミー）、影山駿太君（明和蹴球倶楽部） 
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COPA TOREROS ～U9の部～ 



◆日程： 2011年8月11日（木）    ◆会場： 駒沢オリンピック公園総合運動場・第1球技場 

◆対象： 小学4年生以下（2001年4月1日生まれ以降） 

◆参加クラブ： 

柏レイソル（千葉県）、第一SSC（豊島区）、FCトレーロス（杉並区）、中野島FC（神奈川県）、町田JFC（町田市） 

FC WASEDA（新宿区）、浦安JSC（千葉県）、府ロクSC（府中市）、FC 馬橋（杉並区）、横河武蔵野FC（武蔵野市） 

浜田山JSC（杉並区）、ファンルーツアカデミー（世田谷区） 

◆大会結果：  

優勝 : 柏レイソル  準優勝 : 中野島FC  3位 : 横河武蔵野FC  観光庁長官賞 : 浦安JSC 

最優秀選手 : 高瀬太一君 （柏レイソル） 

優秀選手 :  

向井大貴君 （第一SSC）、堀尾大瑚君（トレーロス）、小川絋明君（中野島）、バンドウテツ君（町田JFC）、渡辺歩君（馬橋） 

原田慎二郎君（WASEDA）、笹川慎太君（浦安JSC）、下田晃大君（府ロク）、水野優雅君（横河武蔵野） 

小林利彰君（浜田山）、五味渕旭君（ファンルーツアカデミー） 
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COPA TOREROS ～U10の部～ 



◆日程： 2011年8月27日（水）    ◆会場： 駒沢オリンピック公園総合運動場・第1球技場 

◆対象： 小学5年生以下（2000年4月1日生まれ以降） 

◆参加クラブ： 

東京ヴェルディ（稲城市）、あきる野FC（あきる野市）、和田ブルドッグ（杉並区）、川崎フロンターレ（神奈川県） 

浜田山JSC（杉並区）、FCトレーロス（杉並区）、ヴァンフォーレ甲府（山梨県）、SCH FC （神奈川県） 

明和蹴球倶楽部（杉並区）、あざみ野FC（神奈川県）、府ロクSC（府中市）、井荻SC（杉並区） 

◆大会結果：  

優勝 : あざみ野FC  準優勝 :ヴァンフォーレ甲府   3位 : 川崎フロンターレ  観光庁長官賞 : 井荻SC 

最優秀選手 : 馬場風道君（あざみ野FC） 

最優秀選手 :  

門倉捷人君（東京ヴェルディ）、土田翔君（あきる野FC）、今道恵君（和田ブルドッグ）、久保建英君（川崎フロンターレ） 

濱部響乃介君（浜田山JSC）、浅川雄輝君（ヴァンフォーレ甲府）、富福玲央君（SCHFC）、吉川駿君（明和蹴球倶楽部） 

竹村洋生君（府ロクSC）、古谷公平君（井荻SC）、佐々木崇人君（FCトレーロス） 
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COPA TOREROS ～U11の部～ 



◆日程： 2011年8月9日（火）～10日（水）    ◆会場： 横浜カントリー＆アスレティッククラブ 

◆対象： 小学6年生以下（1999年4月1日生まれ以降） 

◆参加クラブ： 

東京ヴェルディ（稲城市）、リトルジャンボ（神奈川県）、クリアージュ（足立区）、FC馬橋（杉並区） 

大宮アルディージャ（埼玉県）、横浜F・マリノスプライマリー（神奈川県）、町田JFC（町田市）、FC WASEDA（新宿区） 

鹿島アントラーズ（茨城県）、横浜朝鮮初級学校（神奈川県）、三菱養和調布（調布市）、FCトレーロス（杉並区） 

ベガルタ仙台（宮城県）、FCパーシモン（神奈川県）、三菱養和巣鴨（豊島区）、東京都第4ブロックトレセン（杉並区） 

◆大会結果：  

優勝 : リトルジャンボSC  準優勝 : 鹿島アントラーズ   3位 : 大宮アルディージャ   観光庁長官賞 : ベガルタ仙台 

最優秀選手 : 岩崎駿君 （リトルジャンボSC） 

優秀選手 :  

杉澤亮悟君 （東京ヴェルディ）、島田恵伍君（クリアージュ）、片岸拓海君（馬橋）、棚橋尭人君（横浜F・マリノス） 

アレックスホール百音君（大宮アルディージャ）、渡辺竣介君（町田JFC）、高橋史弥君（FC WASEDA） 

新居見健人君（鹿島アントラーズ）、ぺ・リュイン君（横浜朝鮮）、上山泰生君（三菱養和調布）、田島亮君（パーシモン） 

バルジャー琉偉君（トレーロス）、荒井秀賀君（ベガルタ仙台）、藤本和輝君（三菱養和巣鴨）、吉本帄希君（4ブロック） 
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◆日程： 2011年8月11日（木）・12日（金） 

◆会場：  8/11 しんよこフットボールパーク 、 8/12 横浜カントリー＆アスレティッククラブ 

◆対象： 中学1年以下（1998年1月1日生まれ以降） 

◆参加クラブ： 

湘南ベルマーレ（神奈川県）、ジュビロ沼津（静岡県）、コルージャ（埼玉県）、栃木SC（栃木県）、横浜FC（神奈川県） 

浜松開成館中学校（静岡県）、FCトレーロス（杉並区） 

◆大会結果：  

11日 優勝 : 湘南ベルマーレ  準優勝 : ジュビロ沼津   3位 :コルージャ 

12日 優勝 : 横浜FC  準優勝 : FCトレーロス  3位 : 浜松開成館中 
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COPA TOREROS ～U13の部～ 



コパ・トレーロス実行委員会 

Address. 東京都中央区八重洲1-7-4 矢満登ビル6F 株式会社ファンルーツ内 

Tel. 03-3272-5761 Fax. 03-3272-0812 E-Mail. info@fctoreros.net 

URL. www.fctoreros.net 
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CONTACT US 
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http://www.fctoreros.net/

