
 

 

２０１４年 

加古川たんぽぽＳＣ招待サッカー 

第 1２回千歳メモリアルカップ 

６年生大会 

 

 

 

開催日：２０１４年 2 月 1１日（火・祝） 

会場： 日岡山公園人工芝グランド 

主催： 加古川たんぽぽサッカークラブ 

    http://tanpoposc.com/ 

後援： 神戸新聞社・陵南総合スポーツクラブ 

協賛： 神戸屋スポーツ加古川店・ファイテンショップ加古川店 

     



 

 

 

 

私たち加古川たんぽぽサッカークラブは、故千歳正也監督と、 

その活動方針に賛同した数多くのお父さん・お母さん・子ども達によって、 

２００１年４月に発足いたしました。 

 

サッカーを通して子ども達の健全な成長を願う私達の活動は、 

着実に実を結びつつありましたが、大変残念なことに２００２年２月、千歳監督は 

たんぽぽＳＣの発展を見届けることなく、他界されてしまいました。 

 

その後、千歳監督の遺志を受け継いだお父さん・お母さん・子ども達は、 

千歳ゆかり代表を中心に、今日までたんぽぽＳＣの活動を支えてきました。 

 

今回ご案内させていただきます、千歳メモリアルカップは、故千歳監督を偲び、 

たんぽぽＳＣの記念行事として、いつもお世話になっているチームをお招きし、 

ささやかながら大会を開催するものです。 

 

本カップを通じて、各チームとの交流を深め、 

技術の向上と新しい仲間作りの機会としていただければ幸いです。 

 

 

    

  

 

 

 

 

加古川たんぽぽサッカークラブ一同 

 



＜大会要項＞ 

主催 ・・・・・ 加古川たんぽぽＳＣ 

後援 ・・・・・ 神戸新聞社、陵南総合スポーツクラブ 

協賛 ・・・・・ 神戸屋スポーツ加古川店、ファイテンショップ加古川店 

開催日時  ・・・ ２０１４年２月１１日（火・祝） ８：３０～ 雨天決行 

会場 ・・・・・ 日岡山公園人工芝グランド  

競技規定  ・・・ 日本サッカー協会競技規則に準じる。（８人制） 

試合形式  ・・・ ４ブロック・各ブロック３チームで予選リーグを行い、 

各ブロックの 1位２位３位同士で順位トーナメントを行う。 

試合時間  ・・・ １５分－３分－１５分 

順位 ・・・・・ 予選リーグにおいては①勝ち点（勝ち：３、引き分け：１、負け：０）、 

   ②得失点、③総得点、④当該チームの対戦結果の順で決定する。    

なお、順位トーナメントにおいては、同点の場合、ＰＫ方式(３人、 

以降サドンデス)によって決定する。 

編成 ・・・・・ エントリー人数は特に制限はありません。リエントリーも可能です。 

審判 ・・・・・ 各チームによる審判とする（試合スケジュール参照） 

表彰 ・・・・・ １位（優勝）  ：カップ、賞状、 

   ２位（準優勝） ：トロフィー、賞状 

   ３位、４位   ：盾、賞状 

   敢闘賞     ：盾、賞状 

         努力賞     ：盾、賞状 

              優秀賞        ：各チーム 1 名にメダル授与 

副賞      ：神戸屋ラッキー賞、矢野賞、ファイテン賞 

参加費 ・・・・ １チームにつき ４，０００円（大会当日受付にてお願いします） 

注意事項  ・・・ 人工芝グランド内では、水以外の飲食は禁止します。 

連絡窓口  ・・・ 代表 千歳ゆかり   ℡：079-422-7534 携帯：090-7364-9671 

その他     ・試合中の事故等につきましては各チームで対応をお願いします。 

  ・医療費等は自己負担とします。 

・試合に必要な備品及び本部テントは大会事務局にて用意しますが、 

各チーム関係者のテントやその他必要な物品は、各チームで準備下さい。 

  ・ゴミは各チームでお持ち帰り下さいますようお願いします。 

・当日、悪天候等で急遽中止の場合は朝７時までに各チーム代表に連絡致します。 

・車上荒らしにご注意ください。各自貴重品の管理は十分ご注意頂きま

すようお願い致します。 
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〈予選リーグ組合せ〉 

A ブロック 人丸 FC ひおか SC 加古川たんぽぽ SC カリオカ 

B ブロック 高砂レッドスター 陵北 SC 播磨 SC 

C ブロック エストレラ津田 SC 村岡サンフォレスト 加古川たんぽぽ SC セレソン 

D ブロック 大塩 SC 加古川神野Ａｍｉｚａｄｅ Ｊｒ． 平岡北 SC 

 

〈試合スケジュール〉 （１５分―３分―１５分） 

№ 時間 A ピッチ(南側) 審判 B ピッチ(北側) 審判 

１ ８：３０ 人丸 FC ： ひおか SC たんぽぽ 高砂 RS ： 陵北 SC たんぽぽ 

２ ９：１０ 
たんぽぽ SC 

セレソン 
： 

エストレラ 

津田 SC 
人丸 大塩 SC ： 加古川神野 陵北 

３ ９：５０ ひおか SC ： 
たんぽぽ SC 

カリオカ 
津田 播磨 SC ： 高砂 RS 大塩 

４ １０：３０ 村岡 SF ： 
エストレラ 

津田 SC 
ひおか 平岡北 SC ： 大塩 SC 高砂 

５ １１：１０ 
たんぽぽ SC 

カリオカ 
： 人丸 FC 村岡 播磨 SC ： 陵北 SC 平岡北 

６ １１：５０ 
たんぽぽ SC 

セレソン 
： 村岡 SF たんぽぽ 加古川神野 ： 平岡北 SC 播磨 

 １２：２５ 開会式 ・ 〈神戸屋スポーツラッキー賞・矢野賞〉抽選会 

７ １３：００ あ A ﾌﾞﾛｯｸ 2 位 ： B ﾌﾞﾛｯｸ 2 位 
A ﾌﾞﾛｯｸ 

１位 
い A ﾌﾞﾛｯｸ 3 位 ： B ﾌﾞﾛｯｸ 3 位 

C ﾌﾞﾛｯｸ 

１位 

８ １３：４０ う Cﾌﾞﾛｯｸ2位 ： D ﾌﾞﾛｯｸ 2 位 
7 後審 

勝：主審 え C ﾌﾞﾛｯｸ 3 位 ： D ﾌﾞﾛｯｸ 3 位 
7 後審 

勝：主審 

９ １４：２０ お A ﾌﾞﾛｯｸ１位 ： B ﾌﾞﾛｯｸ１位 
8 後審 

勝：主審 か C ﾌﾞﾛｯｸ１位 ： D ﾌﾞﾛｯｸ１位 
8 後審 

勝：主審 

１０ １５：００ 
敢闘賞決定戦 

あ勝 ： う勝 

9 後審 

勝：主審 

負：副審 

努力賞決定戦 

い勝 ： え勝 

9 後審 

勝：主審 

１１ １５：４０ 
決勝戦 

お勝 ： か勝 

10 後審 

勝：主審 

副審： 

本部 

３位決定戦 

お負 ： か負 

10 後審 

勝：主審 

副審： 

本部 

 １６：３０ 閉会式・表彰式(関係者のみ) 

  ※ 審判を準備できないチームは本部までご連絡ください。 

  ※ 試合日程がつまっております。キックオフ５分前には必ずベンチの後ろに待機お願いします。 

  ※ ハーフタイムは３分以内にお願いします。 

  ※ 審判の方もあらかじめ準備をお願いします。特別な事がない限りロスタイムをとらないでください。 

  ※ 神戸屋スポーツラッキー賞、矢野賞の抽選会がありますので、開会式の参加をお願いします。 



 

予選リーグ成績表 
 

A ブロック 人丸 FC ひおか SC 
たんぽぽ 

カリオカ 
勝点 得点 失点 得失差 順位 

人丸 FC         

ひおか SC         

たんぽぽ 

カリオカ 
        

 

B ブロック 高砂 RS 陵北 SC 播磨 SC 勝点 得点 失点 得失差 順位 

高砂 RS         

陵北 SC         

播磨 SC         

 

C ブロック 
エストレラ 

津田 SC 
村岡 SF 

たんぽぽ 

セレソン 
勝点 得点 失点 得失差 順位 

エストレラ

津田 SC 
        

村岡 SF         

たんぽぽ 

セレソン 
        

 

D ブロック 大塩 SC 加古川神野 平岡北 SC 勝点 得点 失点 得失差 順位 

大塩 SC         

加古川神野         

平岡北 FC         

 

 



順位トーナメント 

【決勝トーナメント】            

     優  勝      

          

                    

                      

     第３位      

           

              

              

                  

Ａﾌﾞﾛｯｸ１位   Ｂﾌﾞﾛｯｸ１位   Ｃﾌﾞﾛｯｸ１位   Ｄﾌﾞﾛｯｸ１位 

               

              

              

【２位トーナメント】   敢闘賞      

          

                    

                      

                  

Ａﾌﾞﾛｯｸ２位   Ｂﾌﾞﾛｯｸ２位   Ｃﾌﾞﾛｯｸ２位   Ｄﾌﾞﾛｯｸ２位 

               

              

              

【３位トーナメント】   努力賞      

          

                    

                      

                  

Ａﾌﾞﾛｯｸ３位   Ｂﾌﾞﾛｯｸ３位   Ｃﾌﾞﾛｯｸ３位   Ｄﾌﾞﾛｯｸ３位 

                

              



 

 

 

 


