
白白川川ウウイインンタターーカカッッププ２２００１１４４  220011４４..  １１..  11２２  白白川川ＳＳＣＣ  

 各団の皆様には、平素より白川サッカークラブとお付き合い頂き大変感謝いたしております。 

この度は、寒い折にもかかわらず御参加頂く各団関係者、子供達には深く御礼申し上げます。 

運営に関し、子供たちがのびのびとプレー出来るよう努力して参りますのでご協力お願い致します。 

下記の要領で実施しますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
 
 

大会要項 

    

日時日時日時日時    平成２６年 １月 １２日（日） 9 時３０分～ 
 

場所場所場所場所    コープこうべ 協同学苑 南グランド 兵庫県三木市志染町青山 7 丁目 1-４ 

                               http://www.kobe.coop.or.jp/kouza/kyodogakuen/ 
 

主催主催主催主催    白川サッカークラブ   代表 杉本富哉 
 

    

                        ※お問い合わせは上記メールか下記へお願いします。 

        090-3283-7752  弓削（ユゲ）宛    

    

参加参加参加参加チームチームチームチーム  U-12 ６チーム、U-11  ６チーム 
 

大会規定大会規定大会規定大会規定  ・日本サッカー協会競技規定による８人制、自由交代（但し、交代時はレフリーに申告）

・試合時間 15 分－5 分－15 分 

・ユニホームは色違い 2 着用意のこと。（ビブスでも可） 
 

審判審判審判審判    主審は、審判服を着用をお願いします。（副審は選手可） 
 

順位決定順位決定順位決定順位決定  【U―12、U―11 共通】 

・予選予選予選予選リーグリーグリーグリーグ 

        A、B ブロック各３チーム総当りにより各１～３位を次の順で決める。 

① 勝ち点差（勝ち／３点、引き分け／１点、負け／０点） 

② 得失点差 

③ 対戦結果 

④ 総得点 

⑤ 総失点 

⑥ 上記で決まらない場合キャプテンによるジャンケン 

 

       ・チャンピオンシップトーナメントチャンピオンシップトーナメントチャンピオンシップトーナメントチャンピオンシップトーナメント 

        各リーグの同順位にて、1 位、3 位、5 位の順位決定を行う。。 

        同点の場合は、PK 戦（３人、それ以降サドンデス）    

 

 

http://www26.atwiki.jp/shirasc/ 

 shirakawasc@gmail.com   
 

98027
四角形



 
 

表彰表彰表彰表彰    ・U―12 、Uー11、それぞれ１位～３位にトロフィーと賞状。 

・各チーム１名に最優秀選手賞（各チームにて選考お願いします。） 
 

参加費参加費参加費参加費    ４，５００円 （当日受付でお願いします。） 
 

負傷時負傷時負傷時負傷時   試合中及び近辺での負傷発生の処置は、当該チームでお願いします。    

施設施設施設施設についてについてについてについて    

                        ・駐車場はマップに示します。当日当日当日当日、、、、南側南側南側南側のののの駐車場駐車場駐車場駐車場ははははサッカーサッカーサッカーサッカーではではではでは使用出来使用出来使用出来使用出来ませんませんませんません。。。。    

                        北駐車場北駐車場北駐車場北駐車場をををを使用使用使用使用してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。またまたまたまた、、、、当日協同学苑当日協同学苑当日協同学苑当日協同学苑でのでのでのでのイベントイベントイベントイベントがががが多多多多いためいためいためいため    

                        各団各団各団各団３３３３台以内台以内台以内台以内でごでごでごでご協力協力協力協力おおおお願願願願いいいい致致致致しましましましますすすす。。。。    

                        ８８８８時半以前時半以前時半以前時半以前のののの到着到着到着到着はははは恐恐恐恐れれれれ入入入入りますがごりますがごりますがごりますがご遠慮頂遠慮頂遠慮頂遠慮頂きますきますきますきますようおようおようおようお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします。。。。    

                        ・トイレは協同棟１Ｆのトイレ（苑内マップ①）を使用してください。また使用時は 

       必ずスリッパに履き替えてください。 

       屋内テニス場のトイレ、研修棟のトイレは使用しないでください。 

      ・グランド内は禁煙です。所定の場所で喫煙お願いします。（当日ご説明します。） 

      ・ゴミは各チームでお持ち帰りをお願いします。 

 

雨天雨天雨天雨天のののの場合場合場合場合 ・雨天決行としますが、荒天の場合やグランドが使用できない等で中止となる場合が 

       あります。その場合は、午前７時～８時の間に各団に連絡させて頂きます。 
 

 

 



試合時間試合時間試合時間試合時間：　：　：　：　１５１５１５１５分分分分－（－（－（－（５５５５分分分分）－）－）－）－１５１５１５１５分分分分　　　　天候天候天候天候にににに応応応応じじじじ前後半前後半前後半前後半のののの途中途中途中途中でででで給水給水給水給水タイムタイムタイムタイムををををランニングタイムランニングタイムランニングタイムランニングタイムでででで審判審判審判審判のののの判断判断判断判断でおでおでおでお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。

試合形式試合形式試合形式試合形式：　：　：　：　８８８８人制人制人制人制　　　　自由交代自由交代自由交代自由交代（（（（但但但但しししし、、、、交代時交代時交代時交代時ははははレフリーレフリーレフリーレフリーにににに申告申告申告申告））））

勝勝勝勝ちちちち点点点点　：　　：　　：　　：　勝勝勝勝ちちちち　　　　３３３３点点点点　／　　　／　　　／　　　／　　引引引引きききき分分分分けけけけ　　　　　　　　１１１１点点点点　／　　／　　／　　／　負負負負けけけけ　　　　００００点点点点

PKPKPKPK戦戦戦戦　 ：　　 ：　　 ：　　 ：　チャンピオンシップトーナメントチャンピオンシップトーナメントチャンピオンシップトーナメントチャンピオンシップトーナメント（（（（第第第第７７７７試合以降試合以降試合以降試合以降））））はははは同点同点同点同点のののの場合場合場合場合PKPKPKPKでででで勝勝勝勝ちちちち負負負負けをけをけをけを決定決定決定決定しますしますしますします。。。。PKPKPKPKはははは３３３３人人人人。。。。以降以降以降以降ははははサドンデスサドンデスサドンデスサドンデス。。。。

U-11U-11U-11U-11

予選予選予選予選リーグリーグリーグリーグ

チャンピオンシップトーナメントチャンピオンシップトーナメントチャンピオンシップトーナメントチャンピオンシップトーナメント

UUUU----1111２２２２

予選予選予選予選リーグリーグリーグリーグ

チャンピオンシップトーナメントチャンピオンシップトーナメントチャンピオンシップトーナメントチャンピオンシップトーナメント

UUUU11111111　　　　AAAA３３３３位位位位

－－－－
U12　B２位

UUUU11111111　　　　BBBB３３３３位位位位

U12　B３位

－－－－

４位

勝ち点

花園花園花園花園FCFCFCFC

西郷西郷西郷西郷SCSCSCSC

大塩大塩大塩大塩SCSCSCSC

13:35 14:10
U11　A３位

－－－－

－－－－

U12　A２位

－

チーム

15:40
U12　A１位

本部本部本部本部

－

U12　B１位

－－－－

総失点

白川白川白川白川SCSCSCSC　　　　BBBB

表彰式

UUUU12121212　　　　AAAA３３３３位位位位

花園花園花園花園FCFCFCFC

U11　B２位

12:05

12:45

U11　B３位 U11　A２位

江井江井江井江井ヶヶヶヶ島島島島FCFCFCFC 大塩大塩大塩大塩SCSCSCSC 高木高木高木高木SCSCSCSC

つつじつつじつつじつつじヶヶヶヶ丘丘丘丘
FSFSFSFS

武庫川武庫川武庫川武庫川JSCJSCJSCJSC大塩大塩大塩大塩SCSCSCSC

10:05

10:45

11:25

－－－－

白川白川白川白川SCSCSCSC　　　　BBBB

西郷西郷西郷西郷SCSCSCSC

－－－－

花園花園花園花園FCFCFCFC

江井江井江井江井ヶヶヶヶ島島島島FCFCFCFC

花園花園花園花園FCFCFCFC

対戦対戦対戦対戦チームチームチームチーム

高木高木高木高木SCSCSCSC

白川白川白川白川SCSCSCSC　　　　AAAA－－－－ 北五葉北五葉北五葉北五葉SCSCSCSC

武庫川武庫川武庫川武庫川JSCJSCJSCJSC

北五葉北五葉北五葉北五葉SCSCSCSC
つつじつつじつつじつつじヶヶヶヶ丘丘丘丘

FSFSFSFS

西郷西郷西郷西郷SCSCSCSC

高木高木高木高木SCSCSCSC

西郷西郷西郷西郷SCSCSCSC－－－－ 白川白川白川白川SCSCSCSC　　　　AAAA

白川白川白川白川SCSCSCSC　　　　AAAA－－－－

つつじつつじつつじつつじヶヶヶヶ丘丘丘丘
FSFSFSFS

－－－－ 北五葉北五葉北五葉北五葉SCSCSCSC

武庫川武庫川武庫川武庫川JSCJSCJSCJSC

終了終了終了終了

第第第第４４４４

第第第第５５５５

第第第第６６６６

第第第第７７７７

第第第第８８８８

第第第第９９９９

11:30

12:10

開始開始開始開始

9:30

10:10

10:50

第第第第１１１１

第第第第２２２２

第第第第3333

試合試合試合試合

12:50

UUUU12121212　　　　BBBB３３３３位位位位

14:20 14:55
U11　A１位

天満天満天満天満SCSCSCSC13:25

U11　B１位

15:05

鶴甲鶴甲鶴甲鶴甲SCSCSCSC

－－－－

－－－－

鶴甲鶴甲鶴甲鶴甲SCSCSCSC 花園花園花園花園FCFCFCFC

－－－－ 天満天満天満天満SCSCSCSC白川白川白川白川SCSCSCSC　　　　BBBB

白川白川白川白川ウインターカップウインターカップウインターカップウインターカップ２０１４２０１４２０１４２０１４　　　　試合試合試合試合スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール

対戦対戦対戦対戦チームチームチームチーム

AAAAコートコートコートコート（（（（南南南南グランドグランドグランドグランド））））

審判審判審判審判

BBBBコートコートコートコート（（（（南南南南グランドグランドグランドグランド））））

審判審判審判審判

－－－－

－－－－

－－－－

大塩大塩大塩大塩SCSCSCSC

天満天満天満天満SCSCSCSC

白川白川白川白川SCSCSCSC　　　　BBBB

鶴甲鶴甲鶴甲鶴甲SCSCSCSC

江井江井江井江井ヶヶヶヶ島島島島FCFCFCFC

Ｂ２位 Ａ３位 Ｂ３位

勝ち点 得失点 総得点

－－－－

総失点総得点 順位

本部本部本部本部

得失点

U12　A３位

武庫川武庫川武庫川武庫川JSCJSCJSCJSC

15:50

順位

－

大塩大塩大塩大塩SCSCSCSC 白川白川白川白川SCSCSCSC　　　　BBBB

５５５５年年年年AAAAブロックブロックブロックブロック

５５５５年年年年BBBBブロックブロックブロックブロック 北五葉北五葉北五葉北五葉SCSCSCSC

３位

江井江井江井江井ヶヶヶヶ島島島島FCFCFCFC

３位 ５位

Ａ１位

５位

チーム

６位

優勝

準優勝 ４位 ６位

Ａ２位 Ｂ２位 Ａ３位 Ｂ３位Ｂ１位Ａ１位

－

－ －

武庫川武庫川武庫川武庫川JSCJSCJSCJSC西郷西郷西郷西郷SCSCSCSC

－

－

白川白川白川白川SCSCSCSC　　　　BBBB

高木高木高木高木SCSCSCSC つつじつつじつつじつつじヶヶヶヶ丘丘丘丘FSFSFSFS 白川白川白川白川SCSCSCSC　　　　AAAA

江井江井江井江井ヶヶヶヶ島島島島FCFCFCFC

武庫川武庫川武庫川武庫川JSCJSCJSCJSC

北五葉北五葉北五葉北五葉SCSCSCSC

－

Ｂ１位

－

ＡＡＡＡブロックブロックブロックブロック

花園花園花園花園FCFCFCFC

大塩大塩大塩大塩SCSCSCSC

鶴甲鶴甲鶴甲鶴甲SCSCSCSC

－

北五葉北五葉北五葉北五葉SCSCSCSC

－

ＢＢＢＢブロックブロックブロックブロック

西郷西郷西郷西郷SCSCSCSC

６６６６年年年年AAAAブロックブロックブロックブロック

優勝

ＡＡＡＡブロックブロックブロックブロック 江井江井江井江井ヶヶヶヶ島島島島FCFCFCFC

－ －

６６６６年年年年BBBBブロックブロックブロックブロック

鶴甲鶴甲鶴甲鶴甲SCSCSCSC

準優勝

Ａ２位

天満天満天満天満SCSCSCSC

総得点天満天満天満天満SCSCSCSC 勝ち点

総失点 順位

順位得失点

鶴甲鶴甲鶴甲鶴甲SCSCSCSC － －

総失点

ＢＢＢＢブロックブロックブロックブロック

天満天満天満天満SCSCSCSC － －

得失点 総得点

高木高木高木高木SCSCSCSC － －

勝ち点高木高木高木高木SCSCSCSC つつじつつじつつじつつじヶヶヶヶ丘丘丘丘FSFSFSFS 白川白川白川白川SCSCSCSC　　　　AAAA

－

白川白川白川白川SCSCSCSC　　　　AAAA － －

つつじつつじつつじつつじヶヶヶヶ丘丘丘丘FSFSFSFS －



協同学苑協同学苑協同学苑協同学苑

大会会場大会会場大会会場大会会場
AAAA、、、、BBBBコートコートコートコート

この駐車場
は使用禁止! 駐車場

トイレ①
土足厳禁
スリッパ使用の事


