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〔名     称〕 COPA PUMA TOREROS 2012 PRIMAVERA 

〔主     催〕 COPA PUMA TOREROS 実行委員会 

〔特別協賛〕 

   株式会社ファンルーツ ／ プーマジャパン株式会社 

〔協賛企業〕 

   大塚製薬株式会社 ／ 株式会社カンゼン ／ 株式会社スクワッド（EL GOLAZO） ／ 株式会社タカヤマ商事 

   JAPANサッカーカレッジ ／ 田園調布グリーンコミュニティ ／ 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  ／ ワイズアスリートサポートInc. 

〔企画・運営〕 FC トレーロス ／ ファンルーツアカデミー 

〔大会委員長〕 平野 淳  〔大会副委員〕 丸山 浩司  

〔アンバサダー〕 アマラオ  〔アドバイザー〕 西谷冬樹、菅原敬太 

〔実行委員会〕 今井健策、山形伸之、綿貫一成、高橋翼、森田陽子、金子和也、加賀見健介、和賀崇、内山修一、米山篤志、佐藤靖之 

          佐々木直人、横山大悟、新井一史、赤堀大介、伊藤龍、佐藤由将、菊池篤、マルキーニョ、荒沙耶香 

〔開催日〕  

   U8の部 / 2012年3月30日（金） アミノバイタルフィールド （東京/ 調布市） 24チーム参加、6人制 

   U9の部 / 2012年3月29日（木） アミノバイタルフィールド （東京/ 調布市） 24チーム参加、6人制 

   U10の部 / 2012年3月26日（月） 駒沢オリンピック総合運動場 第1球技場 （東京/ 世田谷区） 12チーム参加、8人制 

   U11の部 / 2012年4月3日（火）～4日（水） 駒沢オリンピック総合運動場 第1球技場 （東京/ 世田谷区） 16チーム参加、8人制 

   U12の部 / 2012年3月27日（火）～28日（水） アミノバイタルフィールド （東京/ 調布市） 20チーム参加、8人制 

〔事務局〕  

   COPA PUMA TOREROS 実行委員会  

   （住所）〒103-0028 東京都中央区八重洲1-7-4 株式会社ファンルーツ内 

   （電話） 03-3272-5761 （メール） info@fctoreros.net （URL） http://www.fctoreros.net/copatoreros.htm 

   （責任者） 平野淳 hirano@funroots.net 

 大会要項 
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 ご協賛企業様 によるサポート 
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プーマジャパン株式会社様 
PUMA Jr. CAT Program として2種類のアトラクションに加え、シューズの試し履きを実施。また、会場演出のサポートも頂きました。 
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大塚製薬株式会社様 
参加賞（スクイズボトル）を全選手に贈呈して頂きました。 

 ご協賛企業様 によるサポート 
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東京スポーツ・レクリエーション専門学校  様 
トレーナーステーションを設け、選手の身体のケアをサポートして頂きました。 

JAPANサッカーカレッジ 様 
U12大会において学生による審判派遣をして頂きました。 

株式会社カンゼン（ジュニアサッカーを応援しよう）  様 
大会結果のホームページでの更新、優秀選手へ雑誌の贈呈をして頂きました 
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Ｕ１２ 大会 結果 ① 

〔日  程〕 ２０１２年３月２７日（火）～２８日（水） 

〔会  場〕 アミノバイタルフィールド ／ 東京都調布市西町326-3 

〔参 加〕 あざみ野FC （神奈川県横浜市）、VAMOS 福島ホワイトリバーFC （福島県白河市）、ヴァンフォーレ甲府U12 （山梨県甲府市） 

        FCパーシモン （神奈川県川崎市） 、大宮アルディージャ （埼玉県さいたま市） 、 鹿島アントラーズジュニア （茨城県鹿嶋市） 

        鹿島アントラーズつくばジュニア （茨城県つくば市） 、 柏レイソルU12 （千葉県柏市）、東京ヴェルディジュニア （東京都稲城市） 

        東京都第4ブロックトレセン （東京都杉並区） 、FCトレーロス （東京都杉並区）、バディSC（東京都世田谷区）  

         バディ―SC（神奈川県横浜市）、府ロクサッカークラブ （東京都府中市） 、 ベガルタ仙台ジュニア （宮城県仙台市） 

         三菱養和SC巣鴨ジュニア （東京都豊島区）、三菱養和SC調布ジュニア （東京都調布市）  

         横浜F・マリノスプライマリー （神奈川県横浜市） 、リトルジャンボサッカークラブ伊勢原 （神奈川県伊勢原市） 

        ※海外招待チーム ／ テドン （韓国少年サッカー大会優勝チーム） 

〔試合結果／予選リーグ〕 
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〔試合結果／決勝トーナメント〕 

 

 

※1-8位 決定戦 

Ｕ１２ 大会 結果 ② 

※9-16位 決定戦 

※17-20位 決定戦 
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Ｕ１２ 大会 風景 
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Ｕ１１ 大会 結果 

〔日  程〕 ２０１２年４月３日（火）～４月４日（水） 

〔会 場〕 駒沢オリンピック公園総合運動場・第一球技場 

              東京都世田谷区駒沢公園１－１ 

〔参 加〕 Vamos福島ホワイトリバーＦＣ（福島県白河市） 

        ヴァンフォーレ甲府U-12（山梨県甲府市） 

         ＦＣトレーロス（東京都杉並区）、ＦＣパーシモン（神奈川県川崎市） 

         ＦＣ多摩川ジュニア（東京都昭島市） 

        大宮アルデイージャ（埼玉県さいたま市） 

        鹿島アントラーズつくばジュニア（茨城県つくば市） 

        クリアージュＦＣ（東京都足立区）、菅刈ＳＣ（東京都目黒区） 

        東京ヴェルデイ1969ＦＣ（東京都稲城市） 

        中野島ＦＣ（神奈川県川崎市） 

        町田ＪＦＣ（東京都町田市）、馬橋ＦＣ（東京都杉並区） 

        横河武蔵野ＦＣ（東京都武蔵野市） 

        横浜Ｆ・マリノスプライマリー（神奈川県横浜市） 

        和田ブルドッグクラブ（東京都杉並区） 

※４月３日が雨天の為中止となり、４月４日に変則的なスケジュールにて 

  実施しました。 

〔試合結果／予選リーグ〕 
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Ｕ１０ 大会 結果 ① 

〔日  程〕 ２０１２年３月２６日（月） 

〔会  場〕 駒沢オリンピック公園総合運動場・第一球技場／東京都世田谷区駒沢公園１－１ 

〔参 加〕 INAC多摩川ジュニア（東京都世田谷区）、アラグランデＦＣジュニア（長野県白馬村）  

         Vamos福島ホワイトリバーＦＣ（福島県白河市）、ヴァンフォーレ甲府U-12（山梨県甲府市）、ＦＣトレーロス（東京都杉並区） 

         ＦＣ ＷＡＳＥＤＡ（東京都新宿区）、荻小ＳＣ（東京都杉並区）、杉十ＳＣ（東京都杉並区） 

         ファンルーツアカデミー（東京都世田谷区）、府ロクＳＣ（東京都府中市）、武蔵野ウイングスＳＣ（東京都武蔵野市） 

         横浜Ｆ・マリノスプライマリー（神奈川県横浜市） 

〔試合結果／予選リーグ〕 
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〔試合結果／決勝トーナメント〕 

 

※1-4位 決定戦 

Ｕ１０ 大会 結果 ② 

※5-8位 決定戦 ※9-12位 決定戦 
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Ｕ１０ 大会 風景 
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Ｕ９ 大会 結果 ① 

〔日程〕 ２０１２年３月２９日（木） 

〔会場〕 アミノバイタルフィールド／東京都調布市西町326-3 

〔参加〕 アンテロープ塩尻ジュニア（長野県塩尻市）、井荻ＳＣ（東京都杉並区）、浦安ＪＳＣ（千葉県浦安市）、ＡＣラゾーレ（神奈川県川崎市） 

        ＦＣトレーロス（東京都杉並区）、ＦＣレパードジュニア（東京都板橋区）、荻小ＳＣ（東京都杉並区）、金井・藤の台ＦＣ（東京都町田市） 

        桜町スポーツクラブ（東京都世田谷区）、ＪＦＣ ＦＵＴＵＲＯ（神奈川県横浜市）、ソルキッズＳＣ（東京都三鷹市） 

        高井戸ＦＣ（東京都杉並区）、第一ＳＳＣ（東京都豊島区）、トレドＳＣあきる野（東京都あきる野市）、西田ＦＣ（東京都杉並区） 

        浜田山ＪＳＣ（東京都杉並区）、バデイーＳＣ（神奈川県横浜市）、ファンルーツアカデミー（東京都世田谷区） 

        府ロクＳＣ（東京都府中市）、方南ＳＣ（東京都杉並区）、町田高ヶ坂ＳＣ（東京都町田市）、馬橋ＦＣ（東京都杉並区） 

        紋蔵庵ＦＱ（埼玉県川越市）、和田ブルドッグクラブ（東京都杉並区）  

〔試合結果／予選リーグ〕 
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Ｕ９ 大会 結果 ② 

〔試合結果／予選リーグ〕 

〔試合結果／決勝トーナメント〕 

※1-8位 決定戦 
※9-16位 決定戦 

※17-24位 決定戦 
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Ｕ９ 大会 風景 
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Ｕ８ 大会 結果 ① 

〔日  程〕 ２０１２年３月３０日（金） 

〔会 場〕  アミノバイタルフィールド／東京都調布市西町326-3 

〔参 加〕  足柄ＦＣ（神奈川県小田原市）、ＡＣラゾーレ（神奈川県川崎市）、ＦＣトレーロス（東京都杉並区）、ＦＣパーシモン（神奈川県川崎市） 

         ＦＣアネーロ宇都宮・U-12（栃木県宇都宮市）、ＪＦＣ ＦＵＴＵＲＯ（神奈川県横浜市）、城北ファイターズ（神奈川県横須賀市） 

         杉十小ＳＣ（東京都杉並区）、ソルキッズＳＣ（東京都三鷹市）、高三ＳＣ（東京都杉並区）、調布大塚ＳＣ（東京都大田区） 

         ドルフィンキッズ（東京都多摩市）、中野島ＦＣ（神奈川県川崎市）、ニトロ（東京都小平市）、浜田山ＪＳＣ（東京都杉並区） 

         P.S.T.C. LONDRINA SF（神奈川県足柄上郡）、ファンルーツアカデミー（東京都世田谷区）、PUMA Soccer School（東京都品川区） 

        方南ＳＣ（東京都杉並区）、町田高ヶ坂ＳＣ（東京都町田市）、馬橋ＦＣ（東京都杉並区）、紋蔵庵ＦＱ（埼玉県川越市） 

        わかみやサッカー少年団（東京都中野区）、和田ブルドッグクラブ（東京都杉並区） 

〔試合結果／予選リーグ〕 
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Ｕ８ 大会 結果 ② 

〔試合結果／予選リーグ〕 

〔試合結果／決勝トーナメント〕 

※1-8位 決定戦 
※9-16位 決定戦 

※17-24位 決定戦 
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Ｕ８ 大会 風景 
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