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少女トレセン保護者・選手派遣チーム代表者各位                                    2021年 3月 28日 

特定非営利活動法人川崎市サッカー協会 

4 種委員会委員長  芝原 輝夫 

4 種委員会少女部部長  鈴木 哲夫 

 

川崎市少女トレセン活動にあたって 

 

日頃より川崎市サッカー協会 4 種委員会（以下、協会）少女のトレーニングセンター活動（以下、トレセン活動）にご協力頂き誠に

ありがとうございます。また、この度は選考会を経て、お子様達が川崎市少女トレセンに合格し参加頂いたことに改めてお礼申し上げま

す。 

トレセン活動を行うに当たり、今後の指導方針、スケジュールや連絡方法、発生する費用等をここに連絡させて頂きます。 

 

本情報は、2021 年 3 月 28日時点の状況におけるご案内となります。 

2021 年度川崎市少女トレセン活動につきましては、川崎市サッカー協会第 4 種委員会 HP に掲載されております、『新型コロナウイ

ルス感染症対策：再開後の活動における留意点(第 1版)』について（※1）に基づき、実施いたします。 

今後の新型コロナウィルス蔓延状況によっては、予定変更とさせていただく可能性があることをご留意ください。また必要に応じて、追加

対応措置等が発生する場合がございます。新型コロナウィルス感染対策、蔓延防止にご協力をお願いいたします。 

 

（※1）川崎市サッカー協会第 4種委員会 『新型コロナウイルス感染症対策：再開後の活動における留意点』に 

ついてを参照 

https://kawasaki-fa.com/u12/info/5333/ 

 

 

記 

 

１．活動方針 

・ 選手にはより高いレベルの練習・試合環境を与え技術力の向上と強化を目指します。 

・ 各種大会にはトレセンメンバーより適正な人数を選考し川崎市の代表チームを編成致します。 

・ チーム編成は、練習会等で実力を見極めた上での選抜制とし、ポジションバランスを考慮した形で選考いたします。ただし出欠確認

にて個人都合で欠席となった場合は当該大会選考対象外といたします。 

・ 編成されたチームにおいては市の代表チームとしての自覚を持った行動が出来るよう指導致します。 

・ 指導は協会少女部強化担当および川崎フロンターレ育成スタッフで行い、年間テーマに沿った指導カリキュラムに従い実施致します。 

・ 指導カリキュラムについては、少年の部と合わせた形で進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

２．活動予定 

 

※ 上記は、2021 年 3 月現在の予定です。また上記以外に練習会、招待試合が入る場合がございますがその際は別途ご連絡

いたします。 

 

 

３．連絡方法 

トレセン活動の連絡は、協会のホームページ上から行います。「少女トレセン専用連絡ページ」のバナーをクリックし連絡内容を確認願い

ます。 

http://kawasaki-fa.com/u12/taxonomyg/tra-g_kinkyu/ 

またホームページとは別に保護者の皆様のメールアドレスを使い、練習会や大会の案内、大会ごとの選考結果等を配信させて頂きます

（ホームページに選考された個人名を掲載するのは好ましくないため）。メールアドレスの登録については、下記 4.で案内しておりますの

でご理解の程お願い致します。 

 

 

４．トレセン選手、保護者の情報提供について 

トレセン活動にあたって、選手氏名や生年月日、所属チームの情報、および保護者連絡先（電話番号、メールアドレス）などについて

提供をお願いさせていただいております。各種大会へのエントリーや、上記 3.に記載した練習会や大会の案内、大会ごとの選考結果等、

また緊急時の連絡（大会や練習会の中止、および事故の際の連絡）など、2021 年度川崎市トレセンの活動およびそれらに関係す

る連絡などにのみ使用いたします。 

下記の URL より登録をお願いします。登録後の訂正、変更についてはお手数ですが、再登録をお願いします。 

 

 

 https://forms.gle/uyX9fcaB9DXvRkh69 

 

 

日程 曜日 時間帯 活動 場所 活動内容 主管
4月3日 土 AM 練習会 等々力多目的G 練習 川崎市サッカー協会
5月9日 日 1日 フロンターレカップ 等々力第1サッカー場 大会 川崎市サッカー協会
5月23日 日 AM 練習会 等々力多目的G 練習 川崎市サッカー協会
6月12日 土 AM 練習会 東扇島G 練習 川崎市サッカー協会
7月3日 土 AM 練習会 等々力多目的G 練習 川崎市サッカー協会
8月下旬 1日 マチダガールズカップ 小野路公園グラウンド 招待大会 町田市サッカー協会
9月中旬 2日 多摩招待 豊ヶ丘フィールド他 招待大会 東京都多摩市サッカー協会
9月25日 土 AM 練習会 等々力多目的G 練習 川崎市サッカー協会
11月中旬 1日 こどもの国大会 こどもの国 招待大会 -
11月20日 土 AM 練習会 等々力多目的G 練習 川崎市サッカー協会
11月23日 火 1日 練習会 東扇島G 練習 川崎市サッカー協会
12月下旬 1日 小野寺志保杯 やまとゆとりの森（予定） 招待大会 大和市（県央GL）サッカー協会
12月25日 土 AM 練習会 等々力多目的G 練習 川崎市サッカー協会
1月15日 土 AM 練習会 等々力多目的G 練習 川崎市サッカー協会
1月下旬 2日 横浜招待 横浜球場（予定） 招待大会 横浜市サッカー協会
2月5日 土 AM 練習会 東扇島G 練習 川崎市サッカー協会
2月12日 土 1日 川崎招待 等々力周辺G 招待大会 川崎市サッカー協会
2月下旬 1日 マーガレット杯 相模女子大（予定） 招待大会 町田市サッカー協会
2月下旬 1日 藤沢招待 秋葉台競技場(予定） 招待大会 藤沢市サッカー協会



3 

 

５．練習会、各種大会への出欠連絡について 

トレセン活動にあたって、2.でお知らせしたとおり、2021年度の練習会、各種大会予定を掲載しております。各練習会、大会の約1か

月前～2週間前を目途に、ホームページ周知および登録いただいたメールアドレスへ案内をさせていただきます。 

下記の URL より登録をお願いします。登録後の訂正、変更についてはお手数ですが、再登録をお願いします。 

 

 

    https://forms.gle/oQptcLRf8iNYBihj8 

 

 

６．トレセン参加費用 

年間活動費として一人 10,000 円の受益者負担をお願いしております。 

（振込口座） 

 川崎信用金庫 武蔵小杉支店 普通預金 No.1156528  特定非営利活動法人川崎市サッカー協会 

 （カタカナ表記： トクヒ）カワサキシサツカーキョウカイ） 

★ 振込時には、「21GTC+選手名」で振り込みをしてください。 

≪例≫ 選手名：川崎 花子  ⇒  振込名：21GTC ｶﾜｻｷﾊﾅｺ 

★ トレセンウェアのお支払いは上記口座ではありませんのでお間違い無いようご注意ください。 

振込期限 ２０２１年４月３０日（金） 

招待大会や練習会での移動交通費は各自でご負担願います。 

 

 

７．ユニフォーム、ウェア 

・ 招待大会等の対外試合で使用するユニフォーム（上）は協会が配布致しますが、パンツおよびソックスについては個人購入になり

ます。特にソックスは正副とも購入をお願い致します。 

・ 練習会・招待大会への参加・移動時には協会が指定したトレーニングウェア（プラクティスシャツ）を着用して頂きます。このトレーニ

ングウェアの下およびソックスがユニフォームともなりますので、別途配布する資料を参考に申し込みをお願い致します。 
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8．注意事項 

・ 各種大会での選手選考に関するご意見（「誰が選ばれている（選ばれていない）」「（うちの子の）出場時間が短い」等々）は

原則として受け付けません。トレセン活動全般に関わる積極的なご意見は随時お聞きしますのでスタッフにお声掛け下さい。 

・ 学校行事と活動日程が重なっている場合は学校行事を優先下さい。 

・ 上位トレセン（県トレセン、関東トレセン）と活動日程が重なっている場合は、上位トレセンを優先して頂いて結構です。上位トレ

センの日程を考慮はしてありますが予定変更等で重なる場合もございます。 

・ 招待大会のレギュレーション（参加規程）で、学年指定、県トレセン以外の選手で参加する大会がある場合があります。その際は

ご理解願います。 

・ 自チームの試合と活動日程が重なった場合はなるべくトレセン活動を優先下さい。但しそれぞれチーム事情があることと思われます

ので、チーム指導者の方と相談の上、どちらに参加するか決定頂いて結構です。 

・ 招待大会等に同行される場合「応援マナー」は確実に遵守願います。（「自分の子供への指示」や「審判への批判」は「川崎の恥」

になることをご理解下さい） 

・ 川崎招待や練習会での会場設営のお手伝いをお願いすることがあります。ご協力のほどお願いします。 

・ 2021 年度トレセンの活動終了予定は、2022 年 2 月末までとなります。2022 年度トレセンについて、継続して活動を希望する

U-11（5年生）選手は、2022年度開始時（2022年 3月予定）に行います選考会に改めて参加し、選考（合格）される

必要があります。 

 

9．問い合わせ 

川崎市サッカー協会 4種委員会 少女部部長 鈴木哲夫 

  Tel：044-888-2807 携帯：090-9859-6661  e-mail：tetsuo_suzuki0310@i.softbank.jp 

川崎市サッカー協会 4種委員会 少女部強化リーダー 板垣望 

  携帯：090-5587-5592  e-mail：swans.itagaki@gmail.com 

 

 

以上 


