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国際交流基金アジアセンターと埼玉国際サッカーフェスティバルとの主催事業 

サッカーの競技力向上と国際交流の深化を目指して 

3月16日〜18日に「埼玉国際サッカーフェスティバル」を開催！ 
 

国際交流基金（ジャパンファウンデーション）アジアセンターは埼玉国際サッカーフェスティバル実行委員会と、スポーツを通じた

国際交流を広めることを目的とした埼玉国際サッカーフェスティバル2018を、3月16日（金）から18日（日）までの3日間の

日程で共催いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真：昨年度の様子  ©埼玉県 

2020 年の「東京オリンピック・パラリンピック競技大会」に向けて、サッカーの競技力の向上と国際交流の深化を目指し、本国際

大会を実施することとなった次第です。大会中はタイから女子U18代表、オーストラリアから南オーストラリア州女子選抜チーム、ブ

ラジルからパルメイラスU16ユースチーム、韓国から全北現代（チョンブク・ヒュンダイ）モータースU16ユースチームをお招きし、埼

玉県選抜の選手との間で熱い戦いが繰り広げられます。 

3月 16日（金）には海外チームが埼玉県の高等学校の部活動を訪れ、華道、茶道などの日本文化を体験するほか、17日

（土）には若いアスリートの国際交流を目的とした歓迎会を当基金日本語国際センターで開催します。 

メディアの皆様におかれましては、この機会に貴媒体でお取り上げいただけますよう、何卒よろしくお願いいたします。 

 

記 

【日 時】  3月15日（木） 海外チーム来日 

3月16日（金） 国際交流事業  

3月17日（土） リーグ戦（男子・女子 各４試合）海外チーム歓迎会 

3月18日（日） リーグ戦（男女各２試合）表彰式 

3月19日（月） 海外チーム離日 

【参加チーム】  男子・Ｕ－１６ パルメイラス（ブラジル） 

    全北現代（チョンブク・ヒュンダイ）モータース（韓国） 

              埼玉県選抜Ａ 

            埼玉県選抜Ｂ 

               女子・Ｕ－１８ タイ王国Ｕ－１８女子代表チーム（タイ） 

            南オーストラリア州女子選抜チーム（オーストラリア） 

            ちふれASエルフェン埼玉マリＵ－１８ 

         埼玉県選抜 

【競技会場】  浦和駒場スタジアム、レッズハートフルフィールド駒場、さいたま市八王子スポーツ施設 

【歓迎会会場】  国際交流基金日本語国際センター（埼玉県さいたま市） 

【主 催】  国際交流基金アジアセンター、埼玉国際サッカーフェスティバル実行委員会              以上 



埼玉県 

＜報道発表資料＞ 
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 東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシー創出に向け、サッカーを通じ

て競技力の向上と国際交流を深めることを目指し、ユース世代を対象とした国際サッカー大

会を昨年に引き続き開催します。 

 海外から、男子Ｕ-１６ではパルメイラス（ブラジル）と全北現代モータース（韓国）、女

子Ｕ-１８ではタイ王国女子代表と南オーストラリア州選抜を迎えて３月１７日、１８日の２

日間、浦和駒場スタジアムほか県内会場で熱い戦いを繰り広げます。1８日には、駒場運動

公園内にてサッカー教室などの併催イベントも開催します。是非、観戦にいらしてください。 

 

● カテゴリー及び出場チーム 
１ 男子（Ｕ－１６ 全４チーム） 

  ・ 海外チーム  パルメイラス（ブラジル）、全北現代モータース（韓国） 

  ・ 県内チーム  埼玉県選抜Ａ、埼玉県選抜Ｂ 

 

２ 女子（Ｕ－１８ 全４チーム） 

  ・ 海外チーム  タイ王国Ｕ－１８代表、南オーストラリア州Ｕ－１８選抜 

  ・ 県内チーム  埼玉県選抜、ちふれ ASエルフェン埼玉マリＵ－１８ 

 

● 大会の概要 
   各カテゴリー別にリーグ戦方式で試合を開催します（計１２試合） 
１ 試合日程 

  ○平成３０年３月１７日（土） 
   【男子（４試合）】 
    ・時間１０：００～１７：００ 
    ・会場 レッズハートフルフィールド駒場（駒場サブグラウンド） 

   【女子（４試合）】 
    ・時間 １０：３０～１６：３０ 
    ・会場 さいたま市八王子スポーツ施設 

  ○平成３０年３月１８日（日） 
   【男子、女子（各２試合）】 
    ・時間 １１：５０～１５：００ 
    ・会場 浦和駒場スタジアム、レッズハートフルフィールド駒場 

 

２ 表彰式 

  日時 平成３０年３月１８日（日） １５：１０～１５：５０ 

  場所 浦和駒場スタジアム 

  内容 ・チーム表彰（優勝、準優勝） 

     ・個人表彰（最優秀選手賞、優秀選手賞） 

  平成３０年１月２６日 

県民生活部 スポーツ振興課 
企画担当 叶内・中村 

直通 048-830-6959 
内線 6959 

E-mail: a6940-02@pref.saitama.lg.jp 

埼玉国際サッカーフェスティバル 2018を開催します 

―世界の強豪に埼玉が挑戦！― 
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 ● 併催イベント 
  
  ・ 日時  平成３０年３月１８日（日） ９：３０～１５：３０ 

 ・ 場所  浦和駒場運動公園内 

  ・ 内容 

   ★ サッカー教室（申込み期間：２月１日（木）～２月２３日（金）） 

    ◎浦和レッズ・大宮アルディージャによるサッカー教室（９：３０～１１：３０） 

     対象：１００名（県内在住・在学の小学１～４年生）（抽選） 

 

    ◎埼玉 T．Wingsによるブラインドサッカー体験教室（９：３０～１１：００） 

     対象：５０名（県内在住・在勤・在学の小学４年生以上）（抽選） 

 

      ★ 来場者抽選会 

    ◎Ｊリーガーやなでしこリーグ選手のサイン入りユニフォーム・ボール、みそだれ 

   せんべい・みそだれセット、焼き菓子セットなどが当たります。 

 

      ★ 出展ブース  

    ◎埼玉 B級グルメ、協賛企業ブース、東京２０２０オリンピック・パラリンピック 

    ＰＲブース 

 

       ◎キックターゲットチャレンジ           ほか 

 

   

※ 試合観戦や併催イベントへの皆様の参加をお待ちしています。 

  なお、各会場への入場は無料です。 

 

※ 各会場へは公共交通機関をご利用ください。 

 

※ 詳細については、同フェスティバルＨＰを御覧ください。 
 ・ ＨＰのＵＲＬ 

 https://www.pref.saitama.lg.jp/spo-navi/approach/soccer_festival/top.html 
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(参考) 

● その他交流事業 
 

１ 海外チーム歓迎会 
 ・ 日時  ３月１７日（土） １８：３０～２０：００ 

 ・ 場所  (独)国際交流基金日本語国際センター２階ホール 

       （さいたま市浦和区北浦和５－６－３６） 

 ・ 出席者（予定） 知事、県議会議長 ほか 

 ・ 内容  海外チームキャプテンから大会への抱負の発表、記念品贈呈 など 

 

 

２ 国際交流事業 
 ・日時 ３月１６日（金） 午後 

 ・内容 海外チームが県立高校を訪問し、日本文化を体験し、高校生と交流を図ります。 

 

  ○ パルメイラス（ブラジル・男子） 

    ・訪問先  県立浦和東高校 

    ・内 容  同校書道部による書道体験  

 

  ○ 全北現代モータース（韓国・男子） 

    ・訪問先  県立浦和西高校 

    ・内 容  同校空手部による空手体験  

 

  ○ 南オーストラリア州選抜（女子） 

    ・訪問先  県立与野高等学校 

    ・内 容  同校弓道部による弓道体験 

         又は同校書道部による書道体験  

   

  ○ タイ王国Ｕ１８代表（女子） 

    ・訪問先  県立大宮武蔵野高校 

    ・内 容  同校華道部による華道体験 

         及び同校茶道部による茶道体験 
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● 埼玉国際サッカーフェスティバル 2018 
 

１ 主催 
 埼玉国際サッカーフェスティバル実行委員会 

 （公益財団法人埼玉県サッカー協会、埼玉県、さいたま市、 

  株式会社テレビ埼玉、株式会社埼玉新聞社、 

  株式会社エフエムナックファイブ、浦和レッドダイヤモンズ株式会社、 

  大宮アルディージャ、NPO法人エルフェンスポーツクラブ） 

 

 

２ 共催 
 独立行政法人国際交流基金アジアセンター 

 

 

３ 後援 

 埼玉県教育委員会、公益財団法人埼玉県国際交流協会 

 

 

 

 



AM

PM

AM
【駒場サブ：男子①】
試合：10:00～11:10
選抜A vs.全北現代

【駒場サブ：男子②】
試合：11:50～13:00
選抜B vs.パルメイラス

【八王子：女子①】
試合：10:30～11:40
選抜 vs.タイ

【八王子：女子②】
試合：11:50～13:00
エルフェンvs.南オーストラリア
州

PM
【駒場サブ：男子③】
試合：14:00～15:10
選抜A vs.選抜B

【駒場サブ：男子④】
試合：15:50～17:00
パルメイラスvs.全北現
代

【八王子：女子③】
試合：14:00～15:10
選抜 vs.エルフェン

【八王子：女子④】
試合：15:20～16:30
南オーストラリア州 vs タイ

夕方
（独）国際交流基金
日本語国際センター

終了後 浦和駒場スタジアム

（注）　駒場メイン（浦和駒場スタジアム）、駒場サブ（レッズハートフルフィールド駒場）、八王子（さいたま市八王子スポーツ施設）

【駒場メイン：男子⑥】
試合：13:50～15:00
埼玉県選抜A vs.パルメイラス

【駒場メイン：女子⑤】
試合：11:50～13:00
埼玉県選抜 vs.南オーストラリア州選抜

【駒場サブ：女子⑥】
試合：13:50～15:00
ちふれＡＳエルフェン埼玉 vs.タイ王国代表

国際交流事業 国際交流事業

海外チーム歓迎会 海外チーム歓迎会

【駒場サブ：男子⑤】
試合：11:50～13:00
埼玉県選抜B vs.全北現代モータース

埼玉国際サッカーフェスティバル2018　開催日程

【１試合25分ハーフ、４チーム総当たりのリーグ戦】

日付 時間 会場
U-16（男子：４チーム） U-18（女子：４チーム） 関連イベント

行事 行事 行事

3/16
（金）

県内各高校

国際交流事業

3/18
（日）

・浦和駒場スタジアム
・レッズハートフルフィールド駒場
　(駒場サブグラウンド）

PM

【駒場メイン】（15:10～15:50）　表彰式

3/17
（土）

・レッズハートフルフィールド駒場
　(駒場サブグラウンド）
・さいたま市八王子スポーツ施設

海外チーム歓迎会

AM

【駒場スタジアム内】
（09:30～15:30）
併催イベント

ブース出展　等

【駒場メイン】
（09:30～11:30）

小学生サッカー教室

【駒場サブ】
（09:30～11:00）

ブラインドサッカー教
室


