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会場 淡路佐野運動公園

～★４年生大会★女子大会～



　皆さま　こんにちは。

　このたびは、第８回ブリッジカップ（有瀬ＳＣ杯）にご参加くださり、誠にありがとうございます。

　皆さまの温かいサポートを受け、交流を深めさせて頂きながら我がクラブも1歩１歩前進させて頂いてます。

　この第８回大会は、日頃から有瀬サッカークラブがお世話になっているチームをはじめ、淡路協会の

サポートのもと淡路のチームにも参加頂き、サッカーを通じより深い交流を行い友情の輪を広げさせて

頂けたら幸いです。

　子ども達には、芝生グラウンドのいい環境のもとで高いパフォーマンスを発揮してもらい、保護者の

皆さんには子供達を精一杯応援しながら、ともにこの大会を楽しんで頂きたいと思っております。

　しかしながら、主催団である有瀬サッカークラブの子ども達は、大会初日は学校行事である音楽会の為

残念ながら参加することが出来ません。

大会初日は、例年とは違った形での大会開催となりますが参加チームの皆さまには大会運営のサポートを

頂き運営させて頂きますのでご協力よろしくお願い致します。

　有瀬ＳＣスタッフ・保護者は精一杯大会運営をさせていただきますが、もし何かございましたらお許し頂き

この大会が子ども達の心に残る最高の思い出となるよう、より一層盛り上げてくださいますよう、ご理解と

ご協力の程よろしくお願いいたします。

至らない点がございましたら温かいご指導よろしくお願いいたします。

　なお当日は朝が早いですので、お気をつけてお越しください。

　皆さまにお会いするのを楽しみにしております。

                     　　　　　　大会会長　　　　　 　　清見　昌功

 　　　　　　　　　　　　　大会実行委員長　　　　　　緒方　真一

第８回ブリッジカップ参加チームの代表者さま及び皆さま第８回ブリッジカップ参加チームの代表者さま及び皆さま第８回ブリッジカップ参加チームの代表者さま及び皆さま第８回ブリッジカップ参加チームの代表者さま及び皆さま

平成２７年１０月

                    　　　　第８回 ブリッジカップ（有瀬ＳＣ杯）

               　　　　　　　　 有瀬サッカークラブ



１　主　　催１　主　　催１　主　　催１　主　　催 ブリッジカップ実行委員会

２　主　　管２　主　　管２　主　　管２　主　　管 有瀬サッカークラブ

【大会役員】

大会会長 代表/４年

大会実行委員長 副代表兼事務局長

大会実行副委員長 事務局 川﨑　昌喜　

大会実行委員 ６年生 杉田　学保　・平野 貴幸　・本田　修史

５年生 中川　正幸　・佐藤　博司　
４年生 木嶋　利正 ・大田　直樹 ・織田　海希
３年生以下 久保河内　憲一　・長手　浩志　・廣松　雄一郎　・佃　�晴　

杉山　健一　・岩本　拓巳　・右田　慎二

女子 栗原　貴行　・山本　俊樹　・綱本　江美　・藤本 陽介　　

３　後　　援３　後　　援３　後　　援３　後　　援 スポーツクラブ２１有瀬ふれあいスポーツクラブ・スポーツクラブ２１伊川谷スポーツクラブ　・有瀬サッカークラブ父母部

４　協　　力４　協　　力４　協　　力４　協　　力 兵遊協・はぁ～とふるふぁんど　
淡路サッカー協会　・淡路佐野運動公園事務所
ぶんぷく　・フォトレコ　・ハヤミ旗店

５　日　　程５　日　　程５　日　　程５　日　　程 平成２７年１１月１４日（土）
★６年生大会★５年生大会★４年生大会★女子大会

平成２７年１１月１５日（日）
★６年生大会★５年生大会★４年生大会★３年生大会★女子大会

６　会　　場６　会　　場６　会　　場６　会　　場 淡路佐野運動公園　　【天然芝グランドＸ４面・人工芝グランドＸ２面】
〒６５６－２２１３　兵庫県淡路市佐野新島９－６
　ＴＥＬ　０７９９－６０－４１１１

７　対　　象７　対　　象７　対　　象７　対　　象 （１）対象学年以下で構成するチームとする。
（２）対象学年・・・３年生以下・４年生以下・５年生以下・６年生以下・女子

８　競技規則８　競技規則８　競技規則８　競技規則 （１）日本サッカー協会競技規則による。
（２）試合球は、主催者が用意する４号ボールを使用する。
＜大会特別規則＞

（２）交替人数は制限無しとし、再出場も可とする。
　選手交代は、主審の許可を得る事なく交代ゾーンより選手交代を行う事とする。
　但し、ゴールキーパーの交代はボールがアウトオブプレーになった際に主審の許可を得て交代を行う。

９　競技方法９　競技方法９　競技方法９　競技方法 （１）競技形式
　　　①４チームずつ又は３チームずつの予選リーグを行う　（４チーム X２ブロック　　　３チームＸ２ブロック）
　　　①試合時間は、１５分-（５分）-１５分　ただし、３年生大会は１０分-（５分）-１０分とする。
　　　②各ブロックの同順位チームで順位決定戦を行い、順位を決定する。
(２)順位決定方法
　　　①予選リーグ 勝点（勝ち＝３点、引分け＝１点）の多いチームを上位とする。

勝点が同じ場合は、得失点差・総得点の順で上位を決定し、
これも同じ場合は、両者の対戦結果の勝者を上位とする。
これも同じ場合は、コイントスによって上位を決定する。

　　　②順位決定戦 同点の場合は、決勝戦のみ３人制のＰＫ戦を行う。
それ以外はPK戦を行わず８対８のジャンケン対決にて勝敗を決定する。

１０　審　判　等１０　審　判　等１０　審　判　等１０　審　判　等 （１）審判は、１人審判とする。（審判服着用）
　 主審の判断にて副審を付ける事は可（大人がする場合は審判服着用・子供の場合はビブス着用の事）
☆主審・副審共に、育成の場ですので意義等申し出ないようにお願い致します。
（２）主審は、試合前に拠点にてレフリーカードの受け取りをお願い致します。
　　　試合終了後は、速やかに試合結果を拠点まで報告願います。
（３）主審は、公式戦同様に、警告・退場の判定をお願いします。
　　　（但し、警告・退場は次試合へは持ち越さないものとします。）
（４）ベンチは、グランドに向かって左側が対戦表の左のチーム、右側が対戦表の右のチームとする。
（５）スムーズな試合進行のため、コイントスは行わず、対戦表の左チームがグランドの左側エンド（ベンチ
　　サイド側）とし、キックオフは対戦表の右チームとする（後半のエンド・キックオフは前半と入れ替わる）。
　　（順位決定戦も、同様とする。）
<芝の使用時間の都合上、アディショナルタイムは採用しない事！＞

11　表　　彰11　表　　彰11　表　　彰11　表　　彰 優勝(1チーム/対象学年) ・ 準優勝(1チーム/対象学年) ・ ３位(1チーム/対象学年) ・ ＭＶＰ(1名/チーム)

12　参 加 費12　参 加 費12　参 加 費12　参 加 費 １チーム　￥５.０００円　（当日、受付までお願いします。）

13　そ の 他13　そ の 他13　そ の 他13　そ の 他 （１）第１試合のチームと審判の方もグランド設営のご協力頂けたら幸いです。
（２）グランドの利用上の注意事項は別紙の通りですので、よろしくお願いします。　
（３）万が一、大会開催中に事故・負傷が発生した場合には、各チームの責任で対応をよろしくお願いします。
　　　緊急時の連絡先は別紙のとおりです。なお、本部としても可能な限り協力致します。
☆参加選手は必ずスポーツ傷害保険に加入してる事！
(４）貴重品・荷物等の管理は各チームにおいて責任を持ってお願い致します。

（５）雨天決行ですが、中止の場合は、当日のＡＭ６時頃に連絡します。
（６）荒天の場合、試合が進行した時点での中止となる場合もありえることをご了承願います。
（７）屋根付きの観客席ｽﾀﾝドがありますが、テント・タープ等必要な場合には、各ﾁｰﾑでお願いします。
（８）大会終了後、表彰式及び閉会式を行います。当日参加のチームは出席願います。
　　（やむを得ず先に帰られるチームは、本部前にてＭＶＰ選手の表彰を行います。）

　　　　　（主催者側では一切の責任を負いません。）

（３）３年生大会でのゴールキックはゴールエリア内でのパントキックを可とする。

（１）各カテゴリー試合人数は８人制とする。

第８回ブリッジカップ第８回ブリッジカップ第８回ブリッジカップ第８回ブリッジカップ
（有瀬ＳＣ杯）（有瀬ＳＣ杯）（有瀬ＳＣ杯）（有瀬ＳＣ杯）

清見　昌功

緒方　真一



　　　　　大会における注意事項・連絡事項①　　　　　大会における注意事項・連絡事項①　　　　　大会における注意事項・連絡事項①　　　　　大会における注意事項・連絡事項①

☆駐車場について☆駐車場について☆駐車場について☆駐車場について
＊ 第１駐車場が会場・クラブハウスに近くて便利です。

（空いてるスペースにご自由に駐車して下さい。）

第１駐車場が満車の場合は第４駐車場をご利用下さい。

☆受付について☆受付について☆受付について☆受付について
＊ クラブハウス入口正面（第１駐車場前）において８：４５から９：１５に受付いたします。

☆各待機場所について☆各待機場所について☆各待機場所について☆各待機場所について
＊ 屋根付き観客席スタンドに各チームの位置を決めておりますのでそちらをご利用下さい。
＊ テント等を張る場所は少ないです。もし、張る場合は、受付の際に申し出てください。
（場所は指示させて頂きます。）
なお、風の強い日も多くテント等が張れないことがあります。

＊ 天候にもよりますが、ヤッケ等風を通さない服があると便利です。
＊ 各スタンド下通路は、選手が移動で通りますのでテーブル・イス等を置かないように
よろしくお願いいたします。

☆グランド使用について（芝生保護のため）☆グランド使用について（芝生保護のため）☆グランド使用について（芝生保護のため）☆グランド使用について（芝生保護のため）
＊ グランド内には、選手・指導者・主催者関係者のみ入場出来ます。

＊ グランド内でのアップ・ハーフタイムでの使用は禁止です。アップ場をご利用ください。
＊ グランド周辺の防護ネットへのボールの蹴りこみ・持たれ込み等は禁止です。
＊ グランド内での飲食は禁止、給水はミネラルウォーターのみ可です。
＊ テント・イス類などによるピッチ横・試合時のベンチは設営不可です。
　（グランドの外側に設営することは可能です。）

＊ グランド内は全面禁煙（公園内の指定された場所のみ喫煙可）です。
＊ 立入禁止場所へは入らないようにお願いします。

☆試合進行について☆試合進行について☆試合進行について☆試合進行について
＊ 試合開始１０分前には、各会場入り口前に集合して下さい。

（試合中のチームは、試合終了後に集合願います。）

＊ 試合前のあいさつは、ピッチに入る前に行い、終了時ベンチあいさつはなしとします。
＊ コイントスは行わず、対戦表.の左のチームがグランドに向かって左側エンド
（ベンチサイド側）とし、キックオフは対戦表の右のチームとする。
（後半のエンド・キックオフは前半と入れ替わる。）
順位決定戦も同様とする。

＊ ユニホームの色が重複している場合は、事前に該当チーム同士で調整をお願い致します。
拠点・本部でもビブスを用意しています。

＊ ユニホームは統一された背番号付を着用するのが望ましいが、ビブスでも可とする。
＊ 昼休みの時間を設けていませんので各チーム試合の合間等に昼食を取って下さい。

＊ 拠点場所にて審判カードの受け取りをお願いします。
（予選リーグの審判カードは受付の際にお渡し致します。）

＊ 試合終了後速やかに、拠点場所に試合結果を報告願います。
＊ 定刻時に試合が終了していない場合は、大会本部より「ピー」と長い笛を吹きます
それに引き続き各コートにおいて終了のホイッスルをお願いします。
（アディショナルタイムはなしです。）
遅れると、次の試合時間に影響するため、プログラムの時間どおりに進行致します。
試合進行のご協力よろしくお願いします。

＊ 副審は、必ずアップシューズでお願いします。
（大人・子供ともに副審はスパイク禁止です。）

☆応援について☆応援について☆応援について☆応援について
＊ 応援は観客席でお願いします。観客席へは園路をお通り願います。
＊ 子ども達にエールを送るような声援をお願いします。

☆ＡＥＤについて☆ＡＥＤについて☆ＡＥＤについて☆ＡＥＤについて
＊ クラブハウス内に設置場所に設置しています。

☆審判について☆審判について☆審判について☆審判について



☆緊急連絡先について☆緊急連絡先について☆緊急連絡先について☆緊急連絡先について
＊ 緊急の場合は、周りに応援を求め、慌てず、落ち着いて対応しましょう。

事故・盗難事故・盗難事故・盗難事故・盗難
淡路市 淡路警察署 ０７９９-７２-０１１０
救急医療救急医療救急医療救急医療
洲本市 県立淡路病院 ０７９９-２３-２７００
淡路市 津名病院 ０７９９-６２-７５０１
淡路市 河上整形外科 ０７９９-６２-４７１１
（注１）県立淡路病院は救急センター対応で２４時間受付
（注２）津名病院・河上整形外科へは事前に電話で確認の上、受診

☆落雷事故発生の防止について☆落雷事故発生の防止について☆落雷事故発生の防止について☆落雷事故発生の防止について
＊ 落雷事故発生の危険を予測できる場合は、大会本部からお知らせします。
落雷の際には、速やかに試合を中断し車などに避難し安全確保をお願いします。

☆クラブハウスについて☆クラブハウスについて☆クラブハウスについて☆クラブハウスについて
＊ トイレの使用、体調不良の方へのみ開放致します。
＊ クラブハウスへ入る際は、靴の泥をよく落としてから入るようにして下さい。
（共同で使用する場所です。少しの意識でみんなが快適に使用出来る様心掛けて下さい。）

＊ 天候に関わらず、各チームの待機場所としての利用は禁止とさせて頂きます。
＊ 悪天候の時のみ着替えを行うのに更衣室を開放致します。

☆その他☆その他☆その他☆その他
＊ 会場は、多数の人ですので特に小さなお子さんの行動には各チームで

気をつけて頂きますようにお願いします。

＊ 公園内にゴミ箱は設置されていませんので、各チームでお持ち帰り願います。
＊ 貴重品は、各自で責任を持って管理をお願いします。
グランド周辺・駐車場等でのガスコンロ等の使用は禁止です。

＊ グランド内の水分補給は、水のみです。

　　　大会における注意事項・連絡事項②　　　大会における注意事項・連絡事項②　　　大会における注意事項・連絡事項②　　　大会における注意事項・連絡事項②



（１）日本サッカー協会競技規則による。
（２）試合球は、主催者が用意する４号ボールを使用する。
＜大会特別規則＞

（２）交替人数は制限無しとし、再出場も可とする。
選手交代は、主審の許可を得る事なく交代ゾーンより選手交代を行う事とする。
但し、ゴールキーパーの交代はボールがアウトオブプレーになった際に主審の許可を得て交代を行う。

（１）競技方式
①４チームずつの予選リーグを行う。
　　（４チームＸ２ブロック）
②各ブロックの同順位チームで順位決定戦を行い、１～８位を決定する。
③試合時間は、１５分 － （５分） － １５分 とする。

(２)順位決定方法
①予選リーグ
勝点（勝ち＝３点、引分け＝１点）の多いチームを上位とする。勝点が同じ場合は、得失点差・総得点の
上位を決定し、これも同じ場合は、両者の対戦結果を上位とする。
全て同じ場合は、コイントスによって順位を決定する。
②順位決定戦
同点の場合は、決勝戦のみ３人制のＰＫ戦を行う。
それ以外の決定戦はＰＫ戦を行わず８対８のジャンケン対決にて勝敗を決定する。

（３）審判は、１人審判とする。（審判服着用）
主審の判断にて副審を付ける事は可（大人がする場合は審判服着用・子供の場合はビブス着用の事）

Ａブロック ①ＦＣ成徳 ②岩屋ＦＣ ③ヨーケンＦＣ ④藤江ＫＳＣ 得　点 失 点 得失差 勝 点 ﾌﾞﾛｯｸ順位

①ＦＣ成徳

②岩屋ＦＣ

③ヨーケンＦＣ

④藤江ＫＳＣ

Ｂブロック ⑤伊丹南ＳＣ ⑥大塩ＳＣ ⑦一宮ＦＣ ⑧千代が丘ＳＣ 得　点 失 点 得失差 勝 点 ﾌﾞﾛｯｸ順位

⑤伊丹南ＳＣ

⑥大塩ＳＣ

⑦一宮ＦＣ

⑧千代が丘ＳＣ

決  勝  戦 Ａ１位 - Ｂ１位

３・４位決定戦 Ａ２位 - Ｂ２位

５・６位決定戦 Ａ３位 - Ｂ３位

７・８位決定戦 Ａ４位 - Ｂ４位

試合タイムスケジュール試合タイムスケジュール試合タイムスケジュール試合タイムスケジュール

審　判 審　判

① ①ＦＣ成徳 - ②岩屋ＦＣ ④藤江ＫＳＣ ⑤伊丹南ＳＣ - ⑥大塩ＳＣ ⑧千代が丘ＳＣ

② ③ヨーケンＦＣ - ④藤江ＫＳＣ ①ＦＣ成徳 ⑦一宮ＦＣ - ⑧千代が丘ＳＣ ⑤伊丹南ＳＣ

③ ①ＦＣ成徳 - ③ヨーケンＦＣ ②岩屋ＦＣ ⑤伊丹南ＳＣ - ⑦一宮ＦＣ ⑥大塩ＳＣ

④ ②岩屋ＦＣ - ④藤江ＫＳＣ ③ヨーケンＦＣ ⑥大塩ＳＣ - ⑧千代が丘ＳＣ ⑦一宮ＦＣ

⑤ ①ＦＣ成徳 - ④藤江ＫＳＣ ②岩屋ＦＣ ⑤伊丹南ＳＣ - ⑧千代が丘ＳＣ ⑥大塩ＳＣ

⑥ ②岩屋ＦＣ - ③ヨーケンＦＣ ①ＦＣ成徳 ⑥大塩ＳＣ - ⑦一宮ＦＣ ⑤伊丹南ＳＣ

⑦
５年
Ａ組４位

-
５年
B組４位

５年
Ａ組１位

５年
Ａ組３位

-
５年
B組３位

５年
B組２位

⑧
５年
Ａ組２位

-
５年
B組２位

５年
Ａ組３位

５年
Ａ組１位

-
５年
B組１位

５年
B組４位

<大会順位＞<大会順位＞<大会順位＞<大会順位＞
優　 勝 ①ＦＣ成徳

準優勝 ②岩屋ＦＣ

３　  位 ③ヨーケンＦＣ

４　　位 ④藤江ＫＳＣ

５　　位 ⑤伊丹南ＳＣ

６　　位 ⑥大塩ＳＣ

７　　位 ⑦一宮ＦＣ

８　　位 ⑧千代が丘ＳＣ

表彰式＆閉会式（Ｃ・Ｄコートバックスタンド側）

＜チームＭＶＰ＞＜チームＭＶＰ＞＜チームＭＶＰ＞＜チームＭＶＰ＞

１１月１４日（土）

１５：０５～１５：４０１５：０５～１５：４０１５：０５～１５：４０１５：０５～１５：４０

　　　　１６：００～　　　　１６：００～　　　　１６：００～　　　　１６：００～

１４：２０～１４：５５１４：２０～１４：５５１４：２０～１４：５５１４：２０～１４：５５

Ｄコート（天然芝）　

対　戦　チ　ー　ム

０９：４０～１０：１５０９：４０～１０：１５０９：４０～１０：１５０９：４０～１０：１５

第８回ブリッジカップ（有瀬ＳＣ杯）＜５年生大会＞　第８回ブリッジカップ（有瀬ＳＣ杯）＜５年生大会＞　第８回ブリッジカップ（有瀬ＳＣ杯）＜５年生大会＞　第８回ブリッジカップ（有瀬ＳＣ杯）＜５年生大会＞　

＜競技規則＞＜競技規則＞＜競技規則＞＜競技規則＞

１１：１０～１１：４５１１：１０～１１：４５１１：１０～１１：４５１１：１０～１１：４５

１１：５０～１２：２５１１：５０～１２：２５１１：５０～１２：２５１１：５０～１２：２５

（１）試合人数は８人制とする。

１０：２０～１０：５５１０：２０～１０：５５１０：２０～１０：５５１０：２０～１０：５５

１２：４０～１３：１５１２：４０～１３：１５１２：４０～１３：１５１２：４０～１３：１５

１３：２０～１３：５５１３：２０～１３：５５１３：２０～１３：５５１３：２０～１３：５５

＜競技方法＞＜競技方法＞＜競技方法＞＜競技方法＞

予選リーグ予選リーグ予選リーグ予選リーグ

順位決定戦順位決定戦順位決定戦順位決定戦

Ｎｏ． 試 合 時 間
Ｃコート（天然芝）　

対　戦　チ　ー　ム



区分区分区分区分 参加チーム参加チーム参加チーム参加チーム 優勝優勝優勝優勝 ２位２位２位２位 ３位３位３位３位

６年生 6 学園FC 有瀬ＳＣ 西須磨SC
５年生 6 マリノFC 東舞子SC 学園FC
４・３年生 6 東舞子SC 西神SC 有瀬ＳＣ
２・１年生 8 マリノFC 垂水多聞台SC 霞ヶ丘SC
女子 6 垂水SS塩屋 だいちSC 木津SC
６年生 6 藍住南FC シエロFC 有瀬ＳＣ
５年生 6 加古川神野FC 押部FC 有瀬ＳＣ
女子 6 井吹台SC 八多SC ソレイユ神戸
５・４年生 8 弥生FC 明石FC ヨーケンFC
３・２年生 8 井吹台SC 学園FC 岩屋FC
１年生 8 東舞子SC ＦＣエストラージャ 井吹台ＳＣ　Ａ
６年生 12 マリノFC FCライオス 有瀬SC
女子 12 FC玉津 垂水SS塩屋 ソレイユ神戸
５年生 8 岩岡ＦＣアミーゴ 人丸ＦＣ 北淡FCJｒ
３年生 8 東舞子SC 新多聞SC FC玉津
女子 8 だいちSC みさきFC 淡路レディースSC
６年生 8 マリノFC 神出SC 西須磨SC
４年生 8 センアーノ神戸Jr FC玉津 岩屋FC
２年生 8 井吹台SC だいちSC つつじが丘FS
４年生 8 FC玉津 塩屋ＦＣ 明石ＦＣ
３年生 8 みさきＦＣ 人丸ＦＣ 学園FC

女子Ｕ－１０ 6 井吹台ＳＣ コスモＦＣ 多井畑ＦＣ
女子Ｕ－１２ 6 井吹台ＳＣ 有瀬ＳＣ だいちＳＣ
６年生 8 若草ＳＳＣ 岩岡ＦＣアミーゴ 有瀬ＳＣ

５年生Ａの部 8 センアーノ神戸Jr 加古川神野ＳＣ FC玉津
５年生Ｂの部 8 ヨーケンＦＣ 霞ヶ丘ＳＣ 西神中央ＦＣ
４年生 8 ダイナマイトＷ.F.C.Jr 大塩ＳＣ 花園ＦＣ
３年生 8 東舞子ＳＣ 人丸ＦＣ 霞ヶ丘ＳＣ

女子４Ａの部 6 多井畑ＳＣ みさきFC 塩屋ＦＣ
女子４Ｂの部 6 コスモＦＣ 有瀬ＳＣ 井吹台ＳＣ　
６年生Ａの部 8 FC玉津 桜の宮ＳＣ つつじが丘FS
６年生Ｂの部 8 FCエストラージャ 千代が丘ＳＣ 明石ＦＣ
５年生Ａの部 6 西須磨ＳＣ 弥生ＦＣ 霞ヶ丘ＳＣ
５年生Ｂの部 6 神陵台ＳＣ 板宿ＳＣ ヨーケンＦＣ
５年生 8 川内北ＳＳＳ ダイナマイトＷ.F.C.Jr ネイポリスＦＣ
２年生 8 学園ＦＣ 垂水多聞台ＳＣ 霞ヶ丘学園ＳＣ

Ｈ２５・１１・１６Ｈ２５・１１・１６Ｈ２５・１１・１６Ｈ２５・１１・１６ 女子 8 淡路レディース 神戸コスモＦＣ 多井畑ＳＣ
６年生Ａの部 8 社ＦＣ 花園ＦＣ 明石ＦＣ
６年生Ｂの部 8 一宮ＦＣ 千代が丘ＳＣ ヨーケンＦＣ
４年生 6 新多聞ＳＣ 明石ＦＣ 東舞子ＳＣ
３年生 6 つつじが丘ＦＳ 有瀬ＳＣ FCエストラージャ
４年生 8 加古川神野 福良ＦＣ マリノＦＣ
３年生 8 学園ＦＣ 人丸ＦＣ つつじが丘FS
２年生 6 花園ＦＣ センアーノ 西須磨ＳＣ
６年生 8 藍住南ＦＣ 桜の宮ＳＣ 武庫之荘ＦＣ
５年生 8 ヨーケンＦＣ 北淡ＦＣ 大塩ＳＣ

女子４Ａの部 6 大阪コスモ 淡路レディース 神戸コスモ
女子４Ｂの部 6 箕谷ＳＣ 有瀬ＳＣ 横尾ＳＣ
６年生 8
５年生 8
４年生 6
女子 6
６年生 6
５年生 6
４年生 6
３年生 8
女子 6

第２回第２回第２回第２回
Ｈ２１・１１・２１Ｈ２１・１１・２１Ｈ２１・１１・２１Ｈ２１・１１・２１

Ｈ２１・１１・２２Ｈ２１・１１・２２Ｈ２１・１１・２２Ｈ２１・１１・２２

Ｈ２６・１１・１６Ｈ２６・１１・１６Ｈ２６・１１・１６Ｈ２６・１１・１６

第７回第７回第７回第７回
Ｈ２６・１１・１５Ｈ２６・１１・１５Ｈ２６・１１・１５Ｈ２６・１１・１５

Ｈ２５・１１・１７Ｈ２５・１１・１７Ｈ２５・１１・１７Ｈ２５・１１・１７

第６回第６回第６回第６回
（有瀬ＳＣ２０周年大会）（有瀬ＳＣ２０周年大会）（有瀬ＳＣ２０周年大会）（有瀬ＳＣ２０周年大会）

第５回第５回第５回第５回
Ｈ２４・１１・１７Ｈ２４・１１・１７Ｈ２４・１１・１７Ｈ２４・１１・１７

Ｈ２４・１１・１８Ｈ２４・１１・１８Ｈ２４・１１・１８Ｈ２４・１１・１８

第８回第８回第８回第８回
Ｈ２７・１１・１４Ｈ２７・１１・１４Ｈ２７・１１・１４Ｈ２７・１１・１４

Ｈ２７・１１・１５Ｈ２７・１１・１５Ｈ２７・１１・１５Ｈ２７・１１・１５

Ｈ２３・１１・２０Ｈ２３・１１・２０Ｈ２３・１１・２０Ｈ２３・１１・２０

第４回第４回第４回第４回
Ｈ２３・１１・１９Ｈ２３・１１・１９Ｈ２３・１１・１９Ｈ２３・１１・１９

ブリッジカップ栄光の記録ブリッジカップ栄光の記録ブリッジカップ栄光の記録ブリッジカップ栄光の記録

第３回第３回第３回第３回
Ｈ２２・１１・２０Ｈ２２・１１・２０Ｈ２２・１１・２０Ｈ２２・１１・２０

Ｈ２２・１１・２１Ｈ２２・１１・２１Ｈ２２・１１・２１Ｈ２２・１１・２１

第１回第１回第１回第１回
（有瀬ＳＣ１５周年大会）（有瀬ＳＣ１５周年大会）（有瀬ＳＣ１５周年大会）（有瀬ＳＣ１５周年大会）

Ｈ２０・１１・２３Ｈ２０・１１・２３Ｈ２０・１１・２３Ｈ２０・１１・２３

Ｈ２０・１１・２４Ｈ２０・１１・２４Ｈ２０・１１・２４Ｈ２０・１１・２４



３年
多聞台

６年
ルゼルやわた

６年
マリノ

６年
天満

６年
明石

６年
学園

３年
長尾

雨天時拠点雨天時拠点雨天時拠点雨天時拠点

６年
有瀬

４年
宮川

５年
有瀬

５年
東浦

５年
霞ヶ丘

５年
有岡

５年
つつじ

５年
小野

Ｆコート Ｅコート

Ｂコート Ａコート

４年
有瀬

女子
有瀬

女子
木津

３年
千代が丘

３年
岩岡

３年
塩屋

３年
ダイナマイ
ト

３年
有瀬

３年
西須磨

Ｃコート

女子
学園

女子
つつじ

女子
箕谷

女子
多井畑

４年
エストラージャ

４年
福良

４年
神陵台

４年
社

Ｄコート

Ｂコート

６年
ヨーケン

６年
玉津

Ａコート

６年
桜の宮

６年
東舞子

６年
西神

６年
花園

６年
新多聞

１５日（日）待機場所１５日（日）待機場所１５日（日）待機場所１５日（日）待機場所

６年
弥生

１４日（土）待機場所１４日（土）待機場所１４日（土）待機場所１４日（土）待機場所
Ｄコート Ｃコート

５年
千代が丘

５年
一宮

５年
大塩

５年
伊丹南

５年
岩屋

女子
河合

５年
ヨーケン

女子
淡路

雨天時拠点雨天時拠点雨天時拠点雨天時拠点

女子
だいち

女子
井吹台

女子
西宮

４年
マリノ

Ｆコート

４年
北淡

４年
武庫之荘

４年
井吹台

５年
藤江

４年
相生

Ｅコート

４年
人丸

女子
北五葉
ウイングス

５年
成徳



入り口 入り口

入り口 入り口

受付

女子トイレ　　　クラブハウスクラブハウスクラブハウスクラブハウス　　男子トイレ

通路

大会本部

第１駐車場

園路

天然芝グランド（第２サッカー場）

園路

天然芝グランド（第１サッカー場）

ＤコートＤコートＤコートＤコート ＣコートＣコートＣコートＣコート ＢコートＢコートＢコートＢコート

観客席スタンド

ＡコートＡコートＡコートＡコート

通路

園路

人工芝グランド（第３サッカー場）

第４駐車場第４駐車場第４駐車場第４駐車場

アップ場アップ場アップ場アップ場

観客席
スタンド 拠点拠点拠点拠点

（雨天の場（雨天の場（雨天の場（雨天の場

合全コート合全コート合全コート合全コート

拠点箇所）拠点箇所）拠点箇所）拠点箇所）

観客席スタンド 観客席スタンド

入口

園路

拠点拠点拠点拠点

ＥコートＥコートＥコートＥコートＦコートＦコートＦコートＦコート

入り口 入り口

園路
観客席スタンド

観客席
スタンド

通路



　　交通ご案内　　交通ご案内　　交通ご案内　　交通ご案内

　　　アクセスマップ　　　アクセスマップ　　　アクセスマップ　　　アクセスマップ

東浦ＩＣよりお車で約２０分（約１３ｋｍ）東浦ＩＣよりお車で約２０分（約１３ｋｍ）東浦ＩＣよりお車で約２０分（約１３ｋｍ）東浦ＩＣよりお車で約２０分（約１３ｋｍ）


