
期日：　２０１５．８．１３　(　木　）　

会場：　フレスカグランド人工芝グランド(2面)

主催：　一般社団法人　スポーツアカデミーロヴェスト神戸

協賛：　株式会社　ATS、　ACUORE

協力：　ATSジュニアユース、ロヴェスト神戸

神戸ジュニア サマーチャンピオンシップ

第１回　富澤杯　２０１５



【ご連絡とお願い】

今大会は故富澤氏がロヴェスト神戸の理事として運営を企画立案し進めておりました。

現在、その想いを受け継ぎ、ATS 森村、ロヴェスト 産屋敷が実行しております。

案内等が大変遅くなり、参加される方々にご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。

また、大会名称ですが、故富澤氏の想いと、これまでの功績を称え『富澤杯』と名称を追加させて頂きました。

１　趣　旨 　　各県を中心に各チームが一同に会して、日頃の活動成果を十分に発揮しサッカーを通してジュニア年代

　の心身の健全な育成と相互の親善及び技術向上、そして指導者同士の情報交換を図り、地域のサッカー

　普及と向上に寄与されることを大会の最大の趣旨とする。

２　名　称 神戸ジュニア サマーチャンピオンシップ　第１回　富澤杯　２０１５

３　主　催 一般社団法人　スポーツアカデミー　ロヴェスト神戸

４　主　管 ATSジュニアユース、ロヴェスト神戸

５　協　賛 株式会社　ATS、　ACUORE

６　期　日 平成２７年８月１３日（木）

７　会　場 神戸市西区　フレスカグランド内　人工芝グランド（２面）

８　参加資格 スポーツ障害保険に加入している選手であること。

９　参加費 1チーム　8,000円（施設使用料・運営費）

※2チーム参加の場合、13,000円

10　参加ﾁｰﾑ U-８の部　　　１２チーム（県内・県外）　

U-１１の部　　１２チーム（県内・県外）　

11　競技規則　　　　平成14年度日本サッカー協会競技規則に準ずる。ただし以下の項目については今大会用として別に定める。平成２７年度日本サッカー協会競技規則に準ずる。以下の項目については今大会用として定める。

①予選リーグ（１２分ハーフ）

・１２分－３分－１２分　※ハーフタイムは３分で給水・選手交代のみでお願いします。

・U-8の部　　３チーム４ブロックによるリ－グ戦（６人制）

・U-１１の部　３チーム４ブロックによるリ－グ戦（８人制）

・勝ち点（３）・分け（１）・負け（０）とします。

・勝ち点が同じ場合は①得失②総得点③当該チーム成績④コイントスで順位を決定する。

②順位トーナメント

・U-8の部　　１２分－３分－１２分（６人制）　

・U-11の部　１２分－３分－１２分（８人制）　

　　※ハーフタイムは給水・選手交代のみでお願いします。

・試合が決しない場合、３人制のＰＫ戦を行う。

③その他

・試合後のベンチ挨拶はなしで選手間で握手をお願い致します。・試合後のベンチ挨拶はなしで選手間で握手をお願い致します。・試合後のベンチ挨拶はなしで選手間で握手をお願い致します。・試合後のベンチ挨拶はなしで選手間で握手をお願い致します。

・試合球　４号検定球（持ち寄り）

・大会期間中の退場は次の１試合を出場停止とする。

④各リーグの組み合わせ決定について

・大会本部にて地域性等を考慮して組み合わせを決定致します。

12　表彰 U-8の部　　　１位トナメント優勝・準優勝・第３位、２位トーナメント優勝、３位トーナメント優勝

U-１１の部　　１位トナメント優勝・準優勝・第３位、２位トーナメント優勝、３位トーナメント優勝

13　審　判 大会期間中の副審はATSジュニアユース、ロヴェスト神戸にて行います。

主審のみ帯同となりますのでご協力宜しくお願いいたします。（審判副の着用をお願いいたします）

1４　救　急 大会期間中にケガなどで救急病院などの連絡が必要となった場合には大会本部にて当日の当直病院をご紹介

させて頂きますが、その後の処置について主催者側は、一切責任を負いかねますので予めご了承下さい。
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１５　雨　天 基本的に雨天決行といたします。ただし、テントなどの用意は各チ－ムでの対応で宜しくお願いします。

16　閉開会式 開会式は行いません。各チーム、試合時間にあわせてご来場ください。

表彰は順位が確定次第行いますので本部までおこしください。

17　注意事項 別紙にて添付しておりますので確認いただきますようお願いいたします。

１8　大会参加費用について

１9　事務局

20　会場案内

　　細い道を一気に進み、第2神明の高架をくぐれば、すぐに広大なフィールドに到達です。

※第2神明道路玉津I.Cより車で7分
　　玉津インターから国道175号線を三木方面に北上、片側2車線が1車線になったら
　　すぐの福中交差点を左折、道なりに約1kmで明石川にかかる橋を渡り、すぐの信号を直進。

　　坂道を登りきり、少し進むと、右手に萩原林業、左手にある大きな木の前で左折。



ＮＯ 県名 ＮＯ 県名

1 滋賀県 1 岡山県

2 滋賀県 2 宝塚市

3 姫路市 3 明石市

4 神戸市 4 大阪府

5 神戸市 5 神戸市

6 神戸市 6 神戸市

7 神戸市 7 神戸市

8 神戸市 8 神戸市

9 神戸市 9 神戸市

10 神戸市 10 神戸市

11 神戸市 11 神戸市

12 神戸市 12 神戸市
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東舞子東舞子東舞子東舞子ＳＣＳＣＳＣＳＣ マリノマリノマリノマリノＦＣＦＣＦＣＦＣ

若草若草若草若草ＳＳＤＳＳＤＳＳＤＳＳＤ
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大塩大塩大塩大塩ＳＣＳＣＳＣＳＣ インテルナシオナルインテルナシオナルインテルナシオナルインテルナシオナル
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ＮｏＮｏＮｏＮｏ 審判審判審判審判 審判審判審判審判
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④④④④ 灘ＪＦＣ　Ａ灘ＪＦＣ　Ａ灘ＪＦＣ　Ａ灘ＪＦＣ　Ａ ｖｓｖｓｖｓｖｓ Ａ．Ｚ．Ｒ　ＢＡ．Ｚ．Ｒ　ＢＡ．Ｚ．Ｒ　ＢＡ．Ｚ．Ｒ　Ｂ ＡＴＳ　②ＡＴＳ　②ＡＴＳ　②ＡＴＳ　② 塩屋塩屋塩屋塩屋 ｖｓｖｓｖｓｖｓ Ａ．Ｚ．Ｒ　ＡＡ．Ｚ．Ｒ　ＡＡ．Ｚ．Ｒ　ＡＡ．Ｚ．Ｒ　Ａ 大塩大塩大塩大塩

⑤⑤⑤⑤ ＡＴＳ　②ＡＴＳ　②ＡＴＳ　②ＡＴＳ　② ｖｓｖｓｖｓｖｓ 若草若草若草若草 マリノマリノマリノマリノ 東舞子東舞子東舞子東舞子 ｖｓｖｓｖｓｖｓ 大塩大塩大塩大塩 灘ＪＦＣ　Ｂ灘ＪＦＣ　Ｂ灘ＪＦＣ　Ｂ灘ＪＦＣ　Ｂ

⑥⑥⑥⑥ ロヴェストロヴェストロヴェストロヴェスト ｖｓｖｓｖｓｖｓ Ａ．Ｚ．Ｒ　ＢＡ．Ｚ．Ｒ　ＢＡ．Ｚ．Ｒ　ＢＡ．Ｚ．Ｒ　Ｂ 灘ＪＦＣ　Ａ灘ＪＦＣ　Ａ灘ＪＦＣ　Ａ灘ＪＦＣ　Ａ ＡＴＳ　①ＡＴＳ　①ＡＴＳ　①ＡＴＳ　① ｖｓｖｓｖｓｖｓ Ａ．Ｚ．Ｒ　ＡＡ．Ｚ．Ｒ　ＡＡ．Ｚ．Ｒ　ＡＡ．Ｚ．Ｒ　Ａ 塩屋塩屋塩屋塩屋
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⑧⑧⑧⑧
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ｖｓｖｓｖｓｖｓ
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⑨⑨⑨⑨

Ａ組１位Ａ組１位Ａ組１位Ａ組１位
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Ｂ組１位Ｂ組１位Ｂ組１位Ｂ組１位
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Ｄ組１位Ｄ組１位Ｄ組１位Ｄ組１位

前試合勝者前試合勝者前試合勝者前試合勝者

⑩⑩⑩⑩

⑦Ａ 勝者⑦Ａ 勝者⑦Ａ 勝者⑦Ａ 勝者

ｖｓｖｓｖｓｖｓ

⑦Ｂ 勝者⑦Ｂ 勝者⑦Ｂ 勝者⑦Ｂ 勝者

前試合勝者前試合勝者前試合勝者前試合勝者

⑦Ａ 敗者⑦Ａ 敗者⑦Ａ 敗者⑦Ａ 敗者

ｖｓｖｓｖｓｖｓ

⑦Ｂ 敗者⑦Ｂ 敗者⑦Ｂ 敗者⑦Ｂ 敗者

前試合勝者前試合勝者前試合勝者前試合勝者

⑪⑪⑪⑪

⑧Ａ 勝者⑧Ａ 勝者⑧Ａ 勝者⑧Ａ 勝者

ｖｓｖｓｖｓｖｓ

⑧Ｂ 勝者⑧Ｂ 勝者⑧Ｂ 勝者⑧Ｂ 勝者

前試合勝者前試合勝者前試合勝者前試合勝者

⑧Ａ 敗者⑧Ａ 敗者⑧Ａ 敗者⑧Ａ 敗者

ｖｓｖｓｖｓｖｓ

⑧Ｂ 敗者⑧Ｂ 敗者⑧Ｂ 敗者⑧Ｂ 敗者

前試合勝者前試合勝者前試合勝者前試合勝者

⑫⑫⑫⑫

⑨Ａ 勝者⑨Ａ 勝者⑨Ａ 勝者⑨Ａ 勝者

ｖｓｖｓｖｓｖｓ

⑨Ｂ 勝者⑨Ｂ 勝者⑨Ｂ 勝者⑨Ｂ 勝者

前試合勝者前試合勝者前試合勝者前試合勝者

⑨Ａ 敗者⑨Ａ 敗者⑨Ａ 敗者⑨Ａ 敗者
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13:4013:4013:4013:40

14:1014:1014:1014:10

14:4014:4014:4014:40

15:1015:1015:1015:10

11:0011:0011:0011:00

11:3011:3011:3011:30

12:0012:0012:0012:00

試合時間試合時間試合時間試合時間 ＡコートＡコートＡコートＡコート ＢコートＢコートＢコートＢコート

10:0010:0010:0010:00

10:3010:3010:3010:30

【Ｕ－８の部】
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第第第第１１１１回回回回　　　　富澤杯富澤杯富澤杯富澤杯　　　　２０１５２０１５２０１５２０１５

Ｄ組２位

Ａ組１位 Ｂ組１位 Ｃ組１位 Ｄ組１位

Ａ組２位

【【【【 順順順順 位位位位 トトトト ーーーー ナナナナ メメメメ ンンンン トトトト 】】】】



ＮｏＮｏＮｏＮｏ 審判審判審判審判 審判審判審判審判

①①①① 西神中央西神中央西神中央西神中央 ｖｓｖｓｖｓｖｓ ＡＴＳ　②ＡＴＳ　②ＡＴＳ　②ＡＴＳ　② ロヴェストロヴェストロヴェストロヴェスト 神戸コスモ神戸コスモ神戸コスモ神戸コスモ ｖｓｖｓｖｓｖｓ 玉津玉津玉津玉津 ＡＴＳ　①ＡＴＳ　①ＡＴＳ　①ＡＴＳ　①

②②②② マリノマリノマリノマリノ ｖｓｖｓｖｓｖｓ ロヴェストロヴェストロヴェストロヴェスト ＡＴＳ　②ＡＴＳ　②ＡＴＳ　②ＡＴＳ　② 岩岡岩岡岩岡岩岡 ｖｓｖｓｖｓｖｓ ＡＴＳ　①ＡＴＳ　①ＡＴＳ　①ＡＴＳ　① 玉津玉津玉津玉津

③③③③ 西神中央西神中央西神中央西神中央 ｖｓｖｓｖｓｖｓ 旭操旭操旭操旭操 八尾南山本八尾南山本八尾南山本八尾南山本 神戸コスモ神戸コスモ神戸コスモ神戸コスモ ｖｓｖｓｖｓｖｓ インテルインテルインテルインテル 宝塚仁川宝塚仁川宝塚仁川宝塚仁川

④④④④ マリノマリノマリノマリノ ｖｓｖｓｖｓｖｓ 八尾南山本八尾南山本八尾南山本八尾南山本 旭操旭操旭操旭操 岩岡岩岡岩岡岩岡 ｖｓｖｓｖｓｖｓ 宝塚仁川宝塚仁川宝塚仁川宝塚仁川 インテルインテルインテルインテル

⑤⑤⑤⑤ 旭操旭操旭操旭操 ｖｓｖｓｖｓｖｓ ＡＴＳ　②ＡＴＳ　②ＡＴＳ　②ＡＴＳ　② 西神中央西神中央西神中央西神中央 インテルインテルインテルインテル ｖｓｖｓｖｓｖｓ 玉津玉津玉津玉津 神戸コスモ神戸コスモ神戸コスモ神戸コスモ

⑥⑥⑥⑥ 八尾南山本八尾南山本八尾南山本八尾南山本 ｖｓｖｓｖｓｖｓ ロヴェストロヴェストロヴェストロヴェスト マリノマリノマリノマリノ 宝塚仁川宝塚仁川宝塚仁川宝塚仁川 ｖｓｖｓｖｓｖｓ ＡＴＳ　①ＡＴＳ　①ＡＴＳ　①ＡＴＳ　① 岩岡岩岡岩岡岩岡

⑦⑦⑦⑦

Ａ組３位Ａ組３位Ａ組３位Ａ組３位

ｖｓｖｓｖｓｖｓ

Ｂ組３位Ｂ組３位Ｂ組３位Ｂ組３位

Ａ組１位Ａ組１位Ａ組１位Ａ組１位

Ｃ組３位Ｃ組３位Ｃ組３位Ｃ組３位

ｖｓｖｓｖｓｖｓ

Ｄ組３位Ｄ組３位Ｄ組３位Ｄ組３位

Ｃ組１位Ｃ組１位Ｃ組１位Ｃ組１位

⑧⑧⑧⑧

Ａ組２位Ａ組２位Ａ組２位Ａ組２位

ｖｓｖｓｖｓｖｓ

Ｂ組２位Ｂ組２位Ｂ組２位Ｂ組２位

前試合勝者前試合勝者前試合勝者前試合勝者

Ｃ組２位Ｃ組２位Ｃ組２位Ｃ組２位

ｖｓｖｓｖｓｖｓ

Ｄ組２位Ｄ組２位Ｄ組２位Ｄ組２位

前試合勝者前試合勝者前試合勝者前試合勝者

⑨⑨⑨⑨

Ａ組１位Ａ組１位Ａ組１位Ａ組１位

ｖｓｖｓｖｓｖｓ

Ｂ組１位Ｂ組１位Ｂ組１位Ｂ組１位

前試合勝者前試合勝者前試合勝者前試合勝者

Ｃ組１位Ｃ組１位Ｃ組１位Ｃ組１位

ｖｓｖｓｖｓｖｓ

Ｄ組１位Ｄ組１位Ｄ組１位Ｄ組１位

前試合勝者前試合勝者前試合勝者前試合勝者

⑩⑩⑩⑩

⑦Ａ 勝者⑦Ａ 勝者⑦Ａ 勝者⑦Ａ 勝者

ｖｓｖｓｖｓｖｓ

⑦Ｂ 勝者⑦Ｂ 勝者⑦Ｂ 勝者⑦Ｂ 勝者

前試合勝者前試合勝者前試合勝者前試合勝者

⑦Ａ 敗者⑦Ａ 敗者⑦Ａ 敗者⑦Ａ 敗者

ｖｓｖｓｖｓｖｓ

⑦Ｂ 敗者⑦Ｂ 敗者⑦Ｂ 敗者⑦Ｂ 敗者

前試合勝者前試合勝者前試合勝者前試合勝者

⑪⑪⑪⑪

⑧Ａ 勝者⑧Ａ 勝者⑧Ａ 勝者⑧Ａ 勝者

ｖｓｖｓｖｓｖｓ

⑧Ｂ 勝者⑧Ｂ 勝者⑧Ｂ 勝者⑧Ｂ 勝者

前試合勝者前試合勝者前試合勝者前試合勝者

⑧Ａ 敗者⑧Ａ 敗者⑧Ａ 敗者⑧Ａ 敗者

ｖｓｖｓｖｓｖｓ

⑧Ｂ 敗者⑧Ｂ 敗者⑧Ｂ 敗者⑧Ｂ 敗者

前試合勝者前試合勝者前試合勝者前試合勝者

⑫⑫⑫⑫

⑨Ａ 勝者⑨Ａ 勝者⑨Ａ 勝者⑨Ａ 勝者

ｖｓｖｓｖｓｖｓ

⑨Ｂ 勝者⑨Ｂ 勝者⑨Ｂ 勝者⑨Ｂ 勝者

前試合勝者前試合勝者前試合勝者前試合勝者

⑨Ａ 敗者⑨Ａ 敗者⑨Ａ 敗者⑨Ａ 敗者

ｖｓｖｓｖｓｖｓ

⑨Ｂ 敗者⑨Ｂ 敗者⑨Ｂ 敗者⑨Ｂ 敗者

前試合勝者前試合勝者前試合勝者前試合勝者15:4015:4015:4015:40

12:3012:3012:3012:30

13:1013:1013:1013:10

13:4013:4013:4013:40

14:1014:1014:1014:10

14:4014:4014:4014:40

15:1015:1015:1015:10

11:0011:0011:0011:00

11:3011:3011:3011:30

12:0012:0012:0012:00

試合時間試合時間試合時間試合時間 ＡコートＡコートＡコートＡコート ＢコートＢコートＢコートＢコート

10:0010:0010:0010:00

10:3010:3010:3010:30

【Ｕ－１１の部】



旭操SC 西神中央SC ATS　Jr　②

－ －

－ －

－ －

インテルナシオナル 玉津FC 神戸コスモFC

－ －

－ －

－ －

八尾南山本JSC マリノFC ロヴェスト神戸

－ －

－ －

－ －

宝塚仁川SC 岩岡SC ATS　Jr　①

－ －

－ －

－ －ATS　Jr　①

D 勝点 得失点差 順位

ロヴェスト神戸

マリノFC

八尾南山本JSC

C 勝点 得失点差 順位

神戸コスモFC

玉津FC

神戸神戸神戸神戸ジュニア サマーチャンピオンシップジュニア サマーチャンピオンシップジュニア サマーチャンピオンシップジュニア サマーチャンピオンシップ
第第第第１１１１回回回回　　　　富澤杯富澤杯富澤杯富澤杯　　　　２０１５２０１５２０１５２０１５

B 勝点 得失点差 順位

西神中央SC

Ａ 勝点 得失点差 順位

旭操SC

宝塚仁川SC

岩岡SC

ATS　Jr　②

インテルナシオナル



Ｂ組２位

神戸神戸神戸神戸ジュニア サマーチャンピオンシップジュニア サマーチャンピオンシップジュニア サマーチャンピオンシップジュニア サマーチャンピオンシップ
第第第第１１１１回回回回　　　　富澤杯富澤杯富澤杯富澤杯　　　　２０１５２０１５２０１５２０１５

【【【【 順順順順 位位位位 トトトト ーーーー ナナナナ メメメメ ンンンン トトトト 】】】】

Ａ組１位 Ｂ組１位 Ｃ組１位

Ａ組３位 Ｂ組３位

Ｄ組１位

Ｃ組２位 Ｄ組２位

Ｃ組３位 Ｄ組３位

Ａ組２位


