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6.29 姫路球技スポーツセンター・メイングランド

主催：大津茂サッカークラブ



　この度、大津茂サッカークラブの設立25周年記念大会へ各チームともにご多忙の処、御参

加くださり誠にありがとうございます。当クラブが25年という永きに渡って活動を続けて来

られたのも今回参加して下さった各チームを含め、普段より交流戦等でお世話になっている

多くの少年サッカーチーム、スタッフ、保護者の皆様のご協力のおかげと深く感謝しており

ます。

　ひと口に25年といってもその間にサッカーを取り巻く環境はずいぶんと変わりました。日

本ではそれほどメジャーなスポーツではなかったサッカーが20年前のJリーグ発足依頼、人気

が出てきて多くの子供たちもサッカーをするようになりました。

　そのような中、当クラブにおいても元代表である山下さんをはじめ、多くの歴代コーチの

下、大津茂小学校において大津茂・大津地区の少年少女にサッカーができる環境を提供して

きました。私も当クラブにお世話になって10年目ですが、少年少女たちがサッカーの楽しさ

や苦しさ、勝った時の喜び、負けた時の悔しさを知り、仲間たちとの友情を育み成長して

いく姿を目撃するたびに、サッカーに、チームと多くの関係者に、そして頑張る子供たちに

感動と感謝の念を抱いています。

　折しも姫路市サッカー協会が社団法人となりました。姫路のサッカーがますます発展して

いくには子供たちが初めてサッカーというスポーツに触れる少年サッカーチームの役割は重

要です。今後とも当クラブがその一翼を担える様に頑張っていきたいと思いますのでご指導

ご鞭撻よろしくお願いします。

　最後になりましたが、当大会開催にむけ企画立案してくた田中監督をはじめスタッフ、関

係者、ご支援してくれた関係各位に感謝および御礼を申し上げ、挨拶に代えさせて頂きます。

どうもありがとうございました。

大津茂サッカークラブ

 代表　髙橋具宏

　大津茂サッカークラブ２５周年大会の開催にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。

　平成元年に設立しました当クラブも今年で２５周年を迎えました。これもひとえに当クラ

ブにご縁のあった皆様方おかげと深く感謝しております。

　設立当時はまだまだ野球人気の方が高く、進学先の１つでもある朝日中学校にはサッカー

部がないような状況でしたが、この２５年の間にはＪリーグ開幕、ワールドカップの開催・

出場などもあり、日本におけるサッカー人気は格段に向上してまいりました。また、日本人

選手の海外での活躍や、来年行われるワールドカップの影響などで、これからもサッカー人

口は増えていくものと思われます。当クラブとしましては、大津茂・大津地域のサッカー少

年・少女がプレーできる環境をこれからも保ち続け、一人でも多くのサッカーファミリーを

輩出していくことで、姫路のサッカーがこれからも発展していくよう、微力ながら尽力して

まいります。

　最後になりましたが、本大会に参加して頂いた各チームの皆様をはじめ、開催にむけてご

協力・ご支援頂いた関係各位に厚く御礼申し上げまして、あいさつとかえさせて頂きます。

大津茂サッカークラブ　監督

田中　武久

ごあいさつ



■趣　　旨 当クラブが２５周年を迎えた記念として、日頃お世話になっている各チー
ムへの感謝の気持ちを表すとともに、選手・指導者の交流をより一層深め
る。

■日　　時 ２０１３年６月２９日（土）　９：３０～１６：３０

■開催場所 姫路球技スポーツセンターメイングランド

■参加資格 ①小学校6年生以下で編成されたチームであること。
②スポーツ傷害保険に加入していること。

■競技規定 ①８人制、試合時間は１５－５－１５分で行う。
②日本サッカー協会「8人制サッカールールと審判法」の「8人制サッカー
　ルール」に準ずる。ただし今大会は3人審判制(主審１副審2)を採用する。
③交代人数に制限はなし。交代した選手の再出場も可能とする。
④３チームを１リーグとした予選リーグを行い、勝ち点により順位を決定
　する。（勝ち＝３、引き分け＝１、負け＝０）
　勝ち点が同じ場合は、得失点差→総得点→対戦結果→抽選にて順位を決
　定する。
⑤予選リーグの１位チーム同士で、決勝トーナメントを行う。
　同点の場合ＰＫ戦を行う。（３名）
⑥予選リーグ２位以下のチームはフレンドリーマッチを行う。
⑦給水タイムはとらない。

■審　　判 別紙審判割り当てのとおりでお願い致します。（主審１名／副審２名）
なお、審判服は着用しなくても結構です。

■参 加 費 3,000円
当日、本部にて受け付けます。

■雨 天 時 雨天決行
但し、午前７時現在で警報が発令されている場合は中止とします。その場
合は各チームに連絡致します。

■表　　彰 ゴトウスポーツリーグ １位
モリリフォームリーグ １位
Tripヘアメイクリーグ １位
Gradeリーグ １位
優勝
スポーツオーソリティ賞 各チーム１名（敢闘賞）
JA兵庫西賞 フレンドリーマッチ勝ちチーム

■そ の 他 ①大会中に負傷した時の処置は、当該チームが責任を持って行って下さい。
②駐車場に限りがあるため、各チーム乗り合わせでお願いします。
　なお、路上駐車、近所のスーパーへの駐車、東市民センターへの駐車は
　厳禁とします。
③開会式、閉会式は行いませんので、試合時間に合わせて集合・解散して
　頂いて結構です。
④グランドピッチ内では水以外の飲料水は持ち込み禁止です。
⑤その他、スムーズな試合進行へのご協力をお願い致します。

■問合せ先 大会事務局
大津茂サッカークラブ　田中　武久

TEL 090-4768-7920
Mail take030@mail.goo.ne.jp

take_zo_san_030@ezweb.ne.jp

大津茂サッカークラブ２５周年記念大会　大会実施要領
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英賀保／勝原広畑

江井島イレブン 広畑SSS ルゼルやわたSC 勝原FC

大津茂SC 兵庫県女子ﾄﾚｾﾝU-12 御津SSD 兵庫県女子ﾄﾚｾﾝU-11
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北コート 南コート

組み合わせ 主審／副審 組み合わせ 主審／副審
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江井島 大津茂 ルゼル／御津 広畑 県女子U12 勝原／女子U11

大塩 ルゼル

ルゼル 御津 江井島／大津茂 勝原 県女子U11

大塩 御津 大津茂／津田 英賀保 県女子U11 女子U12／安室

津田 大津茂 御津／大塩 安室 県女子U12 女子U11／英賀保

Ｃ３位 Ｄ３位 Ｂ１位／Ａ１位 Ｃ１位 Ｄ１位 Ｄ２位／Ｃ２位
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7北勝ち 8南勝ち 本部／本部

Ａ２位 Ｂ２位 本部／7北勝 Ｃ２位 Ｄ２位 本部／8南勝

大会組み合わせ
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モリリフォームリーグ Tripヘアメイクリーグ Gradeリーグゴトウスポーツリーグ

ＤブロックＣブロックＢブロックＡブロック

エストレラ津田SC 安室SC 大塩SC 英賀保SC



ゴトウスポーツリーグ：Ａブロック

モリリフォームリーグ：Ｂブロック

Tripヘアメイクリーグ：Ｃブロック

Gradeリーグ：Ｄブロック

決勝トーナメント

フレンドリーマッチ

Ａ３位 Ｂ３位 Ｃ３位 Ｄ３位
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Ａ１位 Ｂ１位 Ｃ１位 Ｄ１位

兵庫県女子U11

勝原FC

順位

英賀保SC

英賀保 勝原 県女子U11 勝ち点 得失点 総得点

御津SSD

ルゼルやわたSC

順位

大塩SC

大塩 ルゼル 御津 勝ち点 得失点 総得点

兵庫県女子U12

広畑SSS

安室SC

安室 広畑 県女子U12 勝ち点 得失点 総得点 順位

成績表

エストレラ津田SC

江井島イレブン

大津茂SC

津田 大津茂 勝ち点 得失点 総得点 順位江井島



大会当日は、パイオニア精工の駐車場を借りていますので、球技スポーツセンターの駐車場
が満車の時はパイオニア精工に駐車してください。
なお、路上駐車、近所のスーパーへの駐車、東市民センターへの駐車は厳禁といたします。

みなさまのご協力をよろしくお願い致します。

駐車場について



スポーツオーソリティ 姫路大津店

デイサービス　クローバー デイサービス　シュシュ

株式会社ダイワ ゴトウスポーツ

ご協賛一覧

ご協賛を頂きました企業様・個人様を掲載させて頂きます。（順不同・敬称略）

AutoMobile Studio Grade JA兵庫西　旭陽支店

Ｔｒｉｐヘアメイク モリリフォーム

主婦の店　宮田店 坂口畳店 居酒屋　よこやん

勝原保育園

梅野　高明梅野　高明


