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JJJJJJJJ--------PPPPPPPPOOOOOOOOWWWWWWWWEEEEEEEERRRRRRRR        CCCCCCCCUUUUUUUUPPPPPPPP        実実実実実実実実施施施施施施施施要要要要要要要要領領領領領領領領        
☆ 大会の目的： 

２１世紀を担う子供たちに、サッカーを通じて「思いやり」「感謝する気持ち」「仲間意識」を
醸成し、サッカーの技術の向上とともに、こころ豊かな人間に育ってくれる活動の一環として
この大会を開催する。 

☆ と   き： ２０１２０１２０１２０１６６６６年年年年３３３３月月月月１２１２１２１２日（日（日（日（土土土土））））８８８８：：：：３０３０３０３０～～～～１１１１６６６６：：：：３３３３００００ 
☆ と こ ろ： 高砂総合運動公園（陸上競技場・サブグラウンド） 
☆ 参 加 費： 参加費０円（参加費はいただきません。） 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
【６年生以下の部、Ｕ【６年生以下の部、Ｕ【６年生以下の部、Ｕ【６年生以下の部、Ｕ----12121212】】】】    

☆ 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。 
（平成２８年３月末までの６年生以下） 

       ②スポーツ傷害保険に加入していること。 
☆  競技規定  

・日本サッカー協会競技規則に準ずる。 
・少年サイズコート６８×４８ｍ、少年用ゴール、４号検定球、８人制とする。 

・試合時間・・・・全試合で１２-３-１２分とする。（ハーフタイム、３分厳守） 

飲水時間は設けない。選手交代等で対応 
・試合は予選リーグ戦＆トーナメント方式（添付の通り）とする。 
・予選リーグは勝ち点（勝：３、分：１）にて順位を決定する。 

勝ち点が同じ場合は、対戦成績⇒得失点差⇒総得点⇒抽選にて順位を決する。 
・トーナメント戦にて同点の場合は３人制 PK、４人目から V ゴール 
・選手の交代人数については制限しない。 
・ベンチ入り全選手が、ベンチ入り試合で必ず出場すること。（時間に規定は設けない） 

☆ 審判： 
  ・審判割り当てにて主審 1 名・線審 2 名で対応する。 
  ・陸上競技場、第１１、１２試合については、主審：本部、線審：各チーム 1 名で対応する。 

線審は選手にて対応可能とする。（選手奨励）尚、不足時は両チームで相談のうえ決定、 
又は本部へ連絡し、Ｊ-ＰＯＷＥＲサッカー部員及び荒井 FC にて補充する。 

・主審は上着のみ審判服を着用する。 
 （アンダーシャツ、アンダーパンツ、グローブ、ネックウォーマー等の着用認可） 

☆ 表彰： 

優勝チーム 優勝 ＊＊＊＊ 表彰状 金メダル１６個 

準優勝チーム 準優勝 ＊＊＊＊ 表彰状 銀メダル１６個 

第 3位チーム 第 3位 ＊＊＊＊ 表彰状 銅メダル１６個 

第４位チーム 第４位 — — 賞 品 

第５位チーム（ミドルＴ優勝） ＭＴ優勝 ＊＊＊＊ — 参加賞 

第６位、７位、８位 — — — 参加賞 

第９位チーム（フレンドリーＴ優勝） ＦＴ優勝 ＊＊＊＊ — 参加賞 

第１０、１１、１２位 — — — 参加賞 

 
※ 賞品、メダルは１チーム１６人分とする。参加賞は２０人分とする。 
 ＊＊＊＊はカップ又はトロフィー又は盾を授与する。 
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【２年生以下の部、Ｕ【２年生以下の部、Ｕ【２年生以下の部、Ｕ【２年生以下の部、Ｕ----８】８】８】８】    

☆ 参加資格 ： ①小学校２年生以下で編成されたチームであること。 
（平成２８年３月末までの２年生以下）勝利目的ではなく、経験ＵＰを目的

とした３年生女子選手の参加も認める。（各チームでレベルを判断） 
②スポーツ傷害保険に加入していること。 

☆ 競技規定  
・日本サッカー協会競技規則に準ずる。 
・少年サイズコート６８×4８ｍ、少年用ゴール、４号検定球、８人制とする。 

・試合時間・・・・全試合で 10-3-10 分とする。（ハーフタイム、３分厳守） 

         飲水時間は設けない。選手交代等で対応 
・試合は予選リーグ戦＆トーナメント方式（添付の通り）とする。 
・予選リーグは勝ち点（勝：３、分：１）にて順位を決定する。 

勝ち点が同じ場合は、対戦成績⇒得失点差⇒総得点⇒抽選にて順位を決する。 
・予選リーグ以外は、同点の場合は３人制 PK、４人目から V ゴール 
・選手の交代人数については制限しない。 
・ベンチ入り全選手が、ベンチ入り試合で必ず出場すること。（時間に規定は設けない） 

☆ 審判： 
  ・審判割り当てにて主審 1 名で対応する。 

不足時は両チームで相談のうえ決定、又は本部へ連絡し、Ｊ-ＰＯＷＥＲサッカー部員及び
荒井 FC にて補充する。なお、線審は高学年選手にて対応可能とする。（選手奨励） 

・主審は上着のみ審判服を着用する。 
（アンダーシャツ、アンダーパンツ、グローブ、ネックウォーマー等の着用認可） 

☆ 表彰： 

優勝チーム 優勝 ＊＊＊＊ 表彰状 金メダル１６個 

準優勝チーム 準優勝 ＊＊＊＊ 表彰状 銀メダル１６個 

第 3位チーム 第 3位 ＊＊＊＊ 表彰状 銅メダル１６個 

第４位チーム 第 4位 — — 賞品 

第５位チーム（フレンドリーＴ優勝） ＦＴ優勝 — — 参加賞 

第６～８位チーム — — — 参加賞 

 ※ 賞品、メダルは１チーム１６人分とする。参加賞は２０人分とする。 
 ＊＊＊＊はカップ又はトロフィー又は盾を授与する。 

 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

☆ 雨天及び天候不良の場合： 
・Ｕ-12 は小雨決行とする。但し、大雨等警報が発令された場合は、主催者側の判断で中止す

る場合がある。Ｕ-8の部は雨量・外気温等にて総合的に判断する。 
中止時は大会当日の７:００までに各チーム代表者に連絡する。 
Ｕ-8は中止、Ｕ-12 のみ開催のパターンもありうる。 

☆ 負傷・疾病について 
主催者及び主管者は、大会中の疾病、負傷について一切の責任を負わない。 
参加各チームで責任をもって治療に当たること。 

☆ そ の 他 
 ・陸上競技場内、観客席ではスパイクシューズ着用を禁止します。（滑りやすく、選手のケガ防
止）フィールド入退場時に履き替えをお願います。 

 ・陸上競技場内、ピッチ（芝生内）への持ち込み飲料水は“水”のみとなります。 
 ・陸上競技場、フィールド内以外でのサッカーボール使用は禁止とします。 
  ウォーミングアップは隣接のサブグランド（土）の使用をお勧めします。 

・会場駐車場は高砂市総合運動公園内の指定エリアをご利用ください。各チーム乗合せ（8台以
内/１チーム）のうえ、ご来場願います。（路上駐車は厳禁です。）  

    なお、中型バス以上については、駐車場が別の場所（別図参照）への駐車となりますのでご注
意ください。（事前に連絡願います。） 

 ・各チームの初戦は、写真撮影を行いますので早めに集合願います。 
・開会式と閉会式は、参加全チーム（１２＋８＝２０チーム）参列願います。 
・正午前後、フリースタイルリフティイングショーを開催しますので熱いご声援をお願いします。 
・8：２0～、代表者会議を開催しますので代表の方１名、第１本部前までお願いします。                 
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☆ 大会に関する問い合わせ先： 

  電源開発株式会社 高砂火力発電所（℡：079-４4７-1301〔代表〕）  

企画・管理G   佐々木 藤和・岩崎 建二郎 

技   術G  高橋 尚登  

 

☆ 大会役員 

  会 長  高砂火力発電所 所  長 田代 和幸 

  副会長           所長代理 内山 奏至 

        所長代理 柴山 益男 

      実行委員       企画・管理ＧＬ 有薗 彰二 

               立地環境GL   藤原 徹也 

                 発電ＧＬ 坂口 久夫 

                 技術ＧＬ 佐々木 真澄 

運営・進行総括係    企画・管理G    岩崎 建二郎 

    Ｊ－ＰＯＷＥＲサッカー部代表     高橋 尚登  
 

☆ 主管チーム：荒井フットボールクラブ  
代  表      代野  恵司   
ヘッドコーチ  山本  達也 

              スタッフ    中尾  友洋  八釜  和紀  小野  雅俊 
大嶋  秀樹   西川    樹  岡田 豊和 
溝口  雅也 
 

大会のあしあと大会のあしあと大会のあしあと大会のあしあと    

UUUU----12(612(612(612(6年生以下年生以下年生以下年生以下))))    

 優勝 準優勝 第３位 

第 １回大会 荒井 FC 陵北 SC 天満 SC 

第 ２回大会 荒井 FC 米田少年 SC 水上 SSS 

第 ３回大会 中筋 SSD 太子ＦＣJr. 平岡北ＳＣ 

第 ４回大会 西脇 SSD 太子ＦＣJr. 荒井 FC 

第 ５回大会 高砂レッドスター 柏原キッズ FC 荒井 FC 

第 ６回大会 米田少年 SC 中筋 SSD 荒井 FC 

第 ７回大会 高砂レッドスター 高砂 FC72Jr. 平岡北ＳＣ 

第 ８回大会 米田少年 SC 平岡北ＳＣ 高砂レッドスター 

第 ９回大会 高砂 FC72Jr. 高砂レッドスター 米田少年 SC   

第 10 回大会 高砂 FC72Jr. 太子ＦＣJr. 中筋 SSD 

第１１回大会 平岡北 SC 太子 FC Jr 妻鹿 FC 

第１２回大会 米田少年ＳＣ ＦＣエストラージャ エスペランサＦＣ 

第１３回大会 ＦＣ御国野エイムスター 米田少年ＳＣ エスペランサＦＣ 

第１４回大会 柏原キッズ FC FC 玉津 高砂レッドスター 

第１５回大会    

    

UUUU----８８８８((((２年生以下２年生以下２年生以下２年生以下))))    

 優勝 準優勝 第３位 

第１４回大会 大塩 SC 新多聞 SC 荒井 FC 

第１５回大会    

Ｕ－８大会は第１４回から開催しております。 
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第１第１第１第１5555回大会、回大会、回大会、回大会、ＵＵＵＵ----12121212（６年生以下）（６年生以下）（６年生以下）（６年生以下）、、、、出場チーム出場チーム出場チーム出場チーム    

組 チーム名 地区 代表者/連絡先 

A アヴァンツァーレ余部フットボールクラブ 姫路 瀬戸 隆生 

A 藤江キッカーズサッカークラブ 明石 小林 和信/磯 忠祐 

A 平岡北サッカークラブ 東播 嶋田 邦男 

B 西須磨ＳＣ 神戸 中川 勉/山下 昌利 

B 柏原キッズフットボールクラブ 丹有 畑 圭祐/稲次 考王 

B 高砂レッドスター 東播（高砂） 三谷 英司 

C エスペランサフットボールクラブ 明石 山根 則義/八重樫 敬介 

C 千代が丘サッカークラブ 神戸 池田  聡 

C 高砂フットボールクラブ 72 ジュニア 東播（高砂） 赤星 光男 

D ＦＣ玉津 神戸 花元 英樹 

D 中筋スポーツ少年団 但馬 小西 邦博/河原 三治 

D 荒井フットボールクラブ 東播（高砂） 代野 恵司/山本 達也 

 

 

第１第１第１第１5555回大会、Ｕ回大会、Ｕ回大会、Ｕ回大会、Ｕ----８８８８（２年生以下）（２年生以下）（２年生以下）（２年生以下）、、、、出場チーム出場チーム出場チーム出場チーム    

組 チーム名 地区 代表者/連絡先 

A 大久保サッカークラブ 明石 西崎 圭一 

A 新多聞サッカークラブ 神戸 大西 信夫 
A 高砂フットボールクラブ 72 ジュニア 東播（高砂） 赤星 光男 
Ａ 九会サッカースポーツ少年団 加西市 奥本 伸明 

B 木津サッカークラブ 神戸 秀村 満也 

B 大塩サッカークラブ 姫路 今津 敏通 
Ｂ 高砂レッドスター 東播（高砂） 三谷 英司 
Ｂ 荒井フットボールクラブ 東播（高砂） 代野 恵司/山本 達也 

    

会場会場会場会場アクセス、アクセス、アクセス、アクセス、レイアウトレイアウトレイアウトレイアウト     
兵庫県高砂市米田町島526 

 

 

 

 

 

駐車場駐車場駐車場駐車場    

    
体育館体育館体育館体育館                                                    競技場競技場競技場競技場    

大会大会大会大会第１第１第１第１本部本部本部本部                AAAA    

                                                                        BBBB    

                                                                                                    DDDD        

                                                                                                CCCC    
野球場野球場野球場野球場                

                                                            大会第２本部大会第２本部大会第２本部大会第２本部        サブグランドサブグランドサブグランドサブグランド    
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プログラムプログラムプログラムプログラム 

    陸上競技場開門陸上競技場開門陸上競技場開門陸上競技場開門    ８：００  

    代表者会議代表者会議代表者会議代表者会議    本部前 ８：２０～８：２５  

          

１１１１    開会式開会式開会式開会式    ８：３０～８：４５  

    開会の挨拶 田代 会長  

    主管チーム代表挨拶 荒井FCヘッドコーチ 山本 達也  

    ＪＰ優勝カップ返還 Ｕ-12：柏原キッズＦＣ、Ｕ-8：大塩ＳＣ（各、代表１名）  

    選手宣誓 荒井FC６年生３名、山本健太、梶田隆、三木洸太  

    競技ルール説明 J-POWERサッカー部   

       

２２２２    競技競技競技競技    ８：５０～１５：５５  

        ※U-12決勝戦 １５:２５～1５：５５  U-8決勝戦14：20～14：45  

          

３３３３    リフティングショーリフティングショーリフティングショーリフティングショー    スタイラーズによるリフティングショー  

        （昼食を摂りながら、観客席からご声援下さい。）  

        （本イベント観戦のみによる、ご来場も歓迎します。）  

          

        ４４４４    リフティング教室リフティング教室リフティング教室リフティング教室    １５:２０～１５:５０  

        大会参加のＵ－８選手、荒井ＦＣ４・３年生  

        
（大会未参加の４年生以下参加も歓迎します。参加

者はサッカーボールを持参下さい。） 
 

       

５５５５    閉会式、表彰式閉会式、表彰式閉会式、表彰式閉会式、表彰式    １６：００～１６：１５  

    表彰・メダル授与 表彰 田代 会長   

          

６６６６    閉会の挨拶閉会の挨拶閉会の挨拶閉会の挨拶    内山 副会長  

          

７７７７    解散解散解散解散    １７：００までに陸上競技場を退場願います。  
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Ｕ－１２大会Ｕ－１２大会Ｕ－１２大会Ｕ－１２大会    

【成績表：【成績表：【成績表：【成績表：予選予選予選予選Ａブロック】Ａブロック】Ａブロック】Ａブロック】    

AAAA    余余余余    部部部部    藤藤藤藤    江江江江    平岡北平岡北平岡北平岡北    
勝ち勝ち勝ち勝ち    
×３×３×３×３    

負け負け負け負け    
×０×０×０×０    

分け分け分け分け    
×１×１×１×１    

勝点勝点勝点勝点    得点得点得点得点    失点失点失点失点    
得失得失得失得失    

点差点差点差点差    
順位順位順位順位    

余余余余    部部部部        
    

    

    

    
                                

藤藤藤藤    江江江江    
    

    
    

    

    
                                

平岡北平岡北平岡北平岡北    
    

    

    

    
                                    

    

【成績表：【成績表：【成績表：【成績表：予選予選予選予選Ｂブロック】Ｂブロック】Ｂブロック】Ｂブロック】    

BBBB    
レッドレッドレッドレッド    

スタースタースタースター    
西須磨西須磨西須磨西須磨    柏柏柏柏    原原原原    

勝ち勝ち勝ち勝ち    
×３×３×３×３    

負け負け負け負け    
×０×０×０×０    

分け分け分け分け    
×１×１×１×１    

勝点勝点勝点勝点    得点得点得点得点    失点失点失点失点    
得失得失得失得失    

点差点差点差点差    
順位順位順位順位    

レッドレッドレッドレッド    
スタースタースタースター    

    
    

    

    

    
                                

西須磨西須磨西須磨西須磨    
    

    
    

    

    
                                

柏柏柏柏    原原原原    
    

    

    

    
                                    

    

【成績表：【成績表：【成績表：【成績表：予選予選予選予選Ｃブロック】Ｃブロック】Ｃブロック】Ｃブロック】    

CCCC    高高高高    砂砂砂砂    
エスぺエスぺエスぺエスぺ    

ランサランサランサランサ    

千代千代千代千代    

が丘が丘が丘が丘    

勝ち勝ち勝ち勝ち    
×３×３×３×３    

負け負け負け負け    
×０×０×０×０    

分け分け分け分け    
×１×１×１×１    

勝点勝点勝点勝点    得点得点得点得点    失点失点失点失点    
得失得失得失得失    

点差点差点差点差    
順位順位順位順位    

高高高高    砂砂砂砂        
    

    

    

    
                                

エスエスエスエスぺぺぺぺ    
ランサランサランサランサ    

    
    

    
    

    
                                

千代千代千代千代    
が丘が丘が丘が丘    

    
    

    

    
                                    

    

【成績表：【成績表：【成績表：【成績表：予選予選予選予選Ｄブロック】Ｄブロック】Ｄブロック】Ｄブロック】    

DDDD    玉玉玉玉    津津津津    中中中中    筋筋筋筋    荒荒荒荒    井井井井    
勝ち勝ち勝ち勝ち    
×３×３×３×３    

負け負け負け負け    
×０×０×０×０    

分け分け分け分け    
×１×１×１×１    

勝点勝点勝点勝点    得点得点得点得点    失点失点失点失点    
得失得失得失得失    

点差点差点差点差    
順位順位順位順位    

玉玉玉玉    津津津津        
    

    

    

    
                                

中中中中    筋筋筋筋    
    

    
                                        

荒荒荒荒    井井井井    
    

    

    

    
                                    

予選リーグは、勝ち点（勝：３、分：１）にて順位決定する。 
勝ち点が同じ場合は、対戦成績⇒得失点差⇒総得点⇒抽選にて順位を決する。 
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【成績表：【成績表：【成績表：【成績表：UUUU----12121212、、、、チャンピオンチャンピオンチャンピオンチャンピオントーナメント】トーナメント】トーナメント】トーナメント】        

                                        優優優優    勝勝勝勝：：：：                                            準優勝：準優勝：準優勝：準優勝：    

    

    

    

    

            Ａ組１位Ａ組１位Ａ組１位Ａ組１位                        ＢＢＢＢ組１位組１位組１位組１位                    ＣＣＣＣ組１位組１位組１位組１位                        Ｄ組１位Ｄ組１位Ｄ組１位Ｄ組１位    

    

    

    

    

                                        第第第第３位３位３位３位：：：：                                                第４位：第４位：第４位：第４位：    

    

    

    

    

【成績表：【成績表：【成績表：【成績表：UUUU----12121212、ミドル、ミドル、ミドル、ミドルトーナメント】トーナメント】トーナメント】トーナメント】        

                                        優優優優    勝：勝：勝：勝：                                            準優勝：準優勝：準優勝：準優勝：    

    

    

    

    

            Ａ組Ａ組Ａ組Ａ組２２２２位位位位                        Ｂ組Ｂ組Ｂ組Ｂ組２２２２位位位位                    Ｃ組Ｃ組Ｃ組Ｃ組２２２２位位位位                        Ｄ組Ｄ組Ｄ組Ｄ組２２２２位位位位    

    

    

    

    

                                        第７位：第７位：第７位：第７位：                                                第８位：第８位：第８位：第８位：    

    

    

    

    

【成績表：【成績表：【成績表：【成績表：UUUU----12121212、フレンドリー、フレンドリー、フレンドリー、フレンドリートーナメント】トーナメント】トーナメント】トーナメント】        

                                        優優優優    勝：勝：勝：勝：                                            準優勝：準優勝：準優勝：準優勝：    

    

    

    

    

            Ａ組Ａ組Ａ組Ａ組３３３３位位位位                        Ｂ組Ｂ組Ｂ組Ｂ組３３３３位位位位                    Ｃ組Ｃ組Ｃ組Ｃ組３３３３位位位位                        Ｄ組Ｄ組Ｄ組Ｄ組３３３３位位位位    

    

    

    

    

                                        第第第第１１１１１１１１位：位：位：位：                                                第第第第１２１２１２１２位：位：位：位：    
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Ｕ－Ｕ－Ｕ－Ｕ－８８８８大会大会大会大会    

【成績表：【成績表：【成績表：【成績表：AAAA ブロック】ブロック】ブロック】ブロック】    

AAAA    大久保大久保大久保大久保    新多聞新多聞新多聞新多聞    高砂高砂高砂高砂    九会九会九会九会    
勝ち勝ち勝ち勝ち    
×３×３×３×３    

負け負け負け負け    
×０×０×０×０    

分け分け分け分け    
×１×１×１×１    

勝点勝点勝点勝点    得点得点得点得点    失点失点失点失点    
得失得失得失得失    

点差点差点差点差    
順位順位順位順位    

大久保大久保大久保大久保    
    

    

    

    

    

    

    

    
                                

新多聞新多聞新多聞新多聞    
    

    

    

    

    

    

    

    
                                

高砂高砂高砂高砂    
    

    

    

    

    

    

    

    
                                

九会九会九会九会    
    

    

    

    

    

    

    

    
                                

    

【成績表：【成績表：【成績表：【成績表：BBBB ブロック】ブロック】ブロック】ブロック】    

BBBB    木津木津木津木津    
レッドレッドレッドレッド    

スタースタースタースター    
大塩大塩大塩大塩    荒井荒井荒井荒井    

勝ち勝ち勝ち勝ち    
×３×３×３×３    

負け負け負け負け    
×０×０×０×０    

分け分け分け分け    
×１×１×１×１    

勝点勝点勝点勝点    得点得点得点得点    失点失点失点失点    
得失得失得失得失    

点差点差点差点差    
順位順位順位順位    

木津木津木津木津    
    

    

    

    

    

    

    

    
                                

レッドレッドレッドレッド    

スタースタースタースター    

    

    

    

    

    

    

    

    
                                

大塩大塩大塩大塩    
    

    

    

    

    

    

    

    
                                

荒井荒井荒井荒井    
    

    

    

    

    

    

    

    
                                

予選リーグは、勝ち点（勝：３、分：１）にて順位決定する。 
勝ち点が同じ場合は、対戦成績⇒得失点差⇒総得点⇒抽選にて順位を決する。 

    

【【【【成績表：成績表：成績表：成績表：UUUU----8888 チャンピオンチャンピオンチャンピオンチャンピオントーナメント】トーナメント】トーナメント】トーナメント】    

                                                            

    

    

        

    

AAAA 組組組組１１１１位位位位                        ＢＢＢＢ組組組組２２２２位位位位                    AAAA 組組組組２２２２位位位位                        BBBB 組組組組１１１１位位位位    

    

    

    

    

    

【成績表：【成績表：【成績表：【成績表：UUUU----8888 フレンドリーフレンドリーフレンドリーフレンドリートーナメント】トーナメント】トーナメント】トーナメント】    

                                                            

    

    

        

    

AAAA 組組組組３３３３位位位位                        ＢＢＢＢ組組組組４４４４位位位位                    AAAA 組組組組４４４４位位位位                        BBBB 組組組組３３３３位位位位    

    
 

taketani
ハイライト表示
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【タイムテーブル】【タイムテーブル】【タイムテーブル】【タイムテーブル】        陸上競技場陸上競技場陸上競技場陸上競技場    ＡＡＡＡ＆＆＆＆BBBB ピッチピッチピッチピッチ        
8888：：：：30303030    
8888：：：：45454545    

開会式開会式開会式開会式    
（（（（UUUU----12121212、、、、UUUU----8888、参加全チームの参列をお願いします。）、参加全チームの参列をお願いします。）、参加全チームの参列をお願いします。）、参加全チームの参列をお願いします。）    

    AAAA ピッチ（観客席から見て左）ピッチ（観客席から見て左）ピッチ（観客席から見て左）ピッチ（観客席から見て左）    BBBB ピッチ（観客席からピッチ（観客席からピッチ（観客席からピッチ（観客席から見て右）見て右）見て右）見て右）    
チームチームチームチーム    スコアースコアースコアースコアー    チームチームチームチーム    審判審判審判審判    チームチームチームチーム    スコアースコアースコアースコアー    チームチームチームチーム    審判審判審判審判    

１１１１    
8888：：：：55550000    
9999：：：：22220000    

UUUU----12121212----AAAA    
余余余余    部部部部    

    
－－－－    

UUUU----12121212----AAAA    
平岡北平岡北平岡北平岡北    

    
高高高高    砂砂砂砂    

UUUU----12121212----BBBB    
レッドレッドレッドレッド    
スタースタースタースター    

－－－－    
UUUU----12121212----BBBB    
西須磨西須磨西須磨西須磨    

    
荒荒荒荒    井井井井    

２２２２    
9999：：：：25252525    
9999：：：：55555555    

UUUU----12121212----CCCC    
千代千代千代千代    
が丘が丘が丘が丘    

－－－－    
UUUU----12121212----CCCC    

高砂高砂高砂高砂    
    

余余余余    部部部部    
UUUU----12121212----DDDD    
中中中中    筋筋筋筋    

－－－－    
UUUU----12121212----DDDD    
荒荒荒荒    井井井井    

    

レッドレッドレッドレッド    
スタースタースタースター    

３３３３    
10101010：：：：00000000    
10101010：：：：33330000    

UUUU----12121212----AAAA    
余余余余    部部部部    

    
－－－－    

UUUU----12121212----AAAA    
藤藤藤藤    江江江江    

    

千代千代千代千代    
が丘が丘が丘が丘    

UUUU----12121212----BBBB    
レッドレッドレッドレッド    
スタースタースタースター    

－－－－    
UUUU----12121212----BBBB    
柏柏柏柏    原原原原    

    
中中中中    筋筋筋筋    

４４４４    
10101010：：：：33335555    
11111111：：：：00005555    

UUUU----12121212----CCCC    
エスぺエスぺエスぺエスぺ    
ランサランサランサランサ    

－－－－    
UUUU----12121212----CCCC    
高高高高    砂砂砂砂    

    
藤藤藤藤    江江江江    

UUUU----12121212----DDDD    
中中中中    筋筋筋筋    

    
－－－－    

UUUU----12121212----DDDD    
玉玉玉玉    津津津津    

    
柏柏柏柏    原原原原    

５５５５    
11111111：：：：11110000    
11111111：：：：44440000    

UUUU----12121212----AAAA    
平岡北平岡北平岡北平岡北    

    
－－－－    

UUUU----12121212----AAAA    
藤藤藤藤    江江江江    

    

エスペエスペエスペエスペ
ランサランサランサランサ    

UUUU----12121212----BBBB    
西須磨西須磨西須磨西須磨    

    
－－－－    

UUUU----12121212----BBBB    
柏柏柏柏    原原原原    

    
玉玉玉玉    津津津津    

６６６６    
11111111：：：：44445555    
11112222：：：：11115555    

UUUU----12121212----CCCC    
エスぺエスぺエスぺエスぺ    
ランサランサランサランサ    

－－－－    
UUUU----12121212----CCCC    

千代千代千代千代    
が丘が丘が丘が丘    

平岡北平岡北平岡北平岡北    
UUUU----12121212----DDDD    
荒荒荒荒    井井井井    

    
－－－－    

UUUU----12121212----DDDD    
玉玉玉玉    津津津津    

    
西須磨西須磨西須磨西須磨    

    12121212：：：：11115555    
12121212：：：：44445555    リフティングショーリフティングショーリフティングショーリフティングショー    

７７７７    
12121212：：：：50505050    
11113333：：：：15151515    

UUUU----8888ＦＴＦＴＦＴＦＴ    
AAAA 組３位組３位組３位組３位    

    
    

－－－－    

UUUU----8888ＦＴＦＴＦＴＦＴ    
BBBB 組４位組４位組４位組４位    

    
    

UUUU----8888    
AAAA 組１位組１位組１位組１位    

    

UUUU----8888ＦＴＦＴＦＴＦＴ    
AAAA 組４位組４位組４位組４位    

    
    

－－－－    

UUUU----8888ＦＴＦＴＦＴＦＴ    
BBBB 組３位組３位組３位組３位    

    
    

UUUU----8888    
BBBB 組１位組１位組１位組１位    

    

8888    
11113333：：：：20202020    
13131313：：：：45454545    

UUUU----8888ＣＴＣＴＣＴＣＴ    
AAAA 組１位組１位組１位組１位    

    
    

－－－－    

UUUU----8888ＣＴＣＴＣＴＣＴ    
BBBB 組２位組２位組２位組２位    

    
    

前試合前試合前試合前試合    
敗者敗者敗者敗者    

UUUU----8888ＣＴＣＴＣＴＣＴ    
AAAA 組２位組２位組２位組２位    

    
    

－－－－    

UUUU----8888ＣＴＣＴＣＴＣＴ    
BBBB 組１位組１位組１位組１位    

    
    

前試合前試合前試合前試合    
敗者敗者敗者敗者    

9999    
13131313：：：：55550000    
14141414：：：：15151515    

UUUU----8888ＦＴＦＴＦＴＦＴ    
７７７７ＡＡＡＡ勝勝勝勝    

                    
    

－－－－    

UUUU----8888ＦＴＦＴＦＴＦＴ    
７７７７ＢＢＢＢ勝勝勝勝    

    
    

前試合前試合前試合前試合    
敗者敗者敗者敗者    

UUUU----8888ＦＴＦＴＦＴＦＴ    
７７７７ＡＡＡＡ負負負負    

    
    

－－－－    

UUUU----8888ＦＴＦＴＦＴＦＴ    
７７７７ＢＢＢＢ負負負負    

    
    

前試合前試合前試合前試合    
敗者敗者敗者敗者    

10101010    
14141414：：：：20202020    
14141414：：：：45454545    

UUUU----8888ＣＴＣＴＣＴＣＴ    
8888ＡＡＡＡ勝勝勝勝    

    
    

決勝戦決勝戦決勝戦決勝戦    
    

－－－－    
    

UUUU----8888ＣＴＣＴＣＴＣＴ    
8888ＢＢＢＢ勝勝勝勝    

    
    

前試合前試合前試合前試合    
敗者敗者敗者敗者    

UUUU----8888ＣＴＣＴＣＴＣＴ    
8888ＡＡＡＡ負負負負    

    
    

３位決定戦３位決定戦３位決定戦３位決定戦    

    

－－－－    
    

UUUU----8888ＣＴＣＴＣＴＣＴ    
8888ＢＢＢＢ負負負負    

    
    

前試合前試合前試合前試合    
敗者敗者敗者敗者    

11111111    
14141414：：：：55550000    
15151515：：：：22220000    

UUUU----12121212ＦＦＦＦTTTT    
サブサブサブサブ GGGG    
７７７７DDDD 勝勝勝勝    

    
    

－－－－    

UUUU----12121212ＦＦＦＦT T T T 
サブサブサブサブ GGGG    
８８８８DDDD 勝勝勝勝    

    
    

本部本部本部本部    
    

後後後後試合か試合か試合か試合か

ら１名ら１名ら１名ら１名ずつずつずつずつ    

UUUU----12MT12MT12MT12MT    
サブサブサブサブ GGGG    
７７７７CCCC 勝勝勝勝    

    
    

－－－－    

UUUU----12MT 12MT 12MT 12MT 
サブサブサブサブ GGGG    
８８８８CCCC 勝勝勝勝    

    
    

本部本部本部本部    
    

後後後後試合か試合か試合か試合か

ら１名ら１名ら１名ら１名ずつずつずつずつ    

12121212    
15151515：：：：25252525    
11115555：：：：55555555    

UUUU----11112CT2CT2CT2CT    
サブサブサブサブ GGGG    
９９９９CCCC 勝勝勝勝    

    
    

決勝戦決勝戦決勝戦決勝戦    
    
    

－－－－    

UUUU----12121212CCCCTTTT    
サブサブサブサブ GGGG    
９９９９DDDD 勝勝勝勝    

    
    

本部本部本部本部    
    

前試合か前試合か前試合か前試合か

ら１名ら１名ら１名ら１名ずつずつずつずつ    

UUUU----12121212CCCCT T T T 
サブサブサブサブ GGGG    
９９９９CCCC 負負負負    

    
    

３位決定戦３位決定戦３位決定戦３位決定戦    

    

    

－－－－    

UUUU----12121212CCCCT T T T     
サブサブサブサブ GGGG    
９９９９DDDD 負負負負    

    
    

本部本部本部本部    
    

前試合か前試合か前試合か前試合か

ら１名ら１名ら１名ら１名ずつずつずつずつ    

16161616：：：：00000000    
16161616：：：：11115555    

閉会式閉会式閉会式閉会式    
（（（（UUUU----12121212、、、、UUUU----8888、参加全チームの参列をお願いします。）、参加全チームの参列をお願いします。）、参加全チームの参列をお願いします。）、参加全チームの参列をお願いします。）    

    
UUUU----12121212    UUUU----８８８８ 

予選リーグ＝１２-３-１２分 予選リーグ＝１０-３-１０分 
順位トーナメント＝１２-３-１２分 順位トーナメント＝１０-3-１０分 
各組１位＝ＣＴ・チャンピオントーナメント 各組１・２位＝ＣＴ・チャンピオントーナメント 
各組２位＝ＭＴ・ミドルトーナメント ------ 
各組３位＝ＦＴ・フレンドリートーナメント 各組３･４位＝ＦＴ･フレンドリートーナメント 
順位決定戦で同点の場合は３人制ＰＫ戦 順位決定戦で同点の場合は３人制ＰＫ戦 
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【タイムテーブル】【タイムテーブル】【タイムテーブル】【タイムテーブル】        サブグランドサブグランドサブグランドサブグランド    Ｃ＆ＤピッチＣ＆ＤピッチＣ＆ＤピッチＣ＆Ｄピッチ        
        

    ＣＣＣＣピッチ（ピッチ（ピッチ（ピッチ（第２本部席側第２本部席側第２本部席側第２本部席側））））    ＤＤＤＤピッチ（ピッチ（ピッチ（ピッチ（反、第２本部席側反、第２本部席側反、第２本部席側反、第２本部席側））））    
チームチームチームチーム    スコアースコアースコアースコアー    チームチームチームチーム    審判審判審判審判    チームチームチームチーム    スコアースコアースコアースコアー    チームチームチームチーム    審判審判審判審判    

１１１１    
9999：：：：00000000    
9999：：：：22225555    

UUUU----8888----AAAA    
高高高高    砂砂砂砂    

    
－－－－    

UUUU----8888----AAAA    
大久保大久保大久保大久保    

    

レッドレッドレッドレッド    
スタースタースタースター    

UUUU----8888----AAAA    
新多聞新多聞新多聞新多聞    

    
－－－－    

UUUU----8888----AAAA    
九九九九    会会会会    

    
荒荒荒荒    井井井井    

２２２２    
9999：：：：30303030    
9999：：：：55555555    

UUUU----8888----ＢＢＢＢ    
レッドレッドレッドレッド    
スタースタースタースター    

－－－－    
UUUU----8888----ＢＢＢＢ    
大大大大    塩塩塩塩    

    
大久保大久保大久保大久保    

UUUU----8888----ＢＢＢＢ    
木木木木    津津津津    

    
－－－－    

UUUU----8888----ＢＢＢＢ    
荒荒荒荒    井井井井    

    
新多聞新多聞新多聞新多聞    

３３３３    
10101010：：：：00000000    
10101010：：：：25252525    

UUUU----8888----AAAA    
高高高高    砂砂砂砂    

    
－－－－    

UUUU----8888----AAAA    
新多聞新多聞新多聞新多聞    

    
大大大大    塩塩塩塩    

UUUU----8888----AAAA    
大久保大久保大久保大久保    

    
－－－－    

UUUU----8888----AAAA    
九九九九    会会会会    

    
荒荒荒荒    井井井井    

４４４４    
10101010：：：：30303030    
10101010：：：：55555555    

UUUU----8888----ＢＢＢＢ    
レッドレッドレッドレッド    
スタースタースタースター    

－－－－    
UUUU----8888----ＢＢＢＢ    
木木木木    津津津津    

    
高高高高    砂砂砂砂    

UUUU----8888----ＢＢＢＢ    
大大大大    塩塩塩塩    

    
－－－－    

UUUU----8888----ＢＢＢＢ    
荒荒荒荒    井井井井    

    
九九九九    会会会会    

５５５５    
11111111：：：：00000000    
11111111：：：：25252525    

UUUU----8888----AAAA    
高高高高    砂砂砂砂    

    
－－－－    

UUUU----8888----AAAA    
九九九九    会会会会    

    

レッドレッドレッドレッド    
スタースタースタースター    

UUUU----8888----AAAA    
新多聞新多聞新多聞新多聞    

    
－－－－    

UUUU----8888----AAAA    
大久保大久保大久保大久保    

    
荒荒荒荒    井井井井    

６６６６    
11111111：：：：30303030    
11111111：：：：55555555    

UUUU----8888----ＢＢＢＢ    
木木木木    津津津津    

    
－－－－    

UUUU----8888----ＢＢＢＢ    
大大大大    塩塩塩塩    

    
高高高高    砂砂砂砂    

UUUU----8888----ＢＢＢＢ    
レッドレッドレッドレッド    
スタースタースタースター    

－－－－    
UUUU----8888----ＢＢＢＢ    
荒荒荒荒    井井井井    

    
木木木木    津津津津    

    11112222：：：：00000000    
11112222：：：：55555555    

オープンオープンオープンオープン    

７７７７    
13131313：：：：00000000    
11113333：：：：33330000    

UUUU----12MT12MT12MT12MT    
Ａ組２位Ａ組２位Ａ組２位Ａ組２位    

    
    
    

－－－－    

UUUU----12MT 12MT 12MT 12MT 
Ｂ組２位Ｂ組２位Ｂ組２位Ｂ組２位    

    
    
    

ＵＵＵＵ----12121212    
Ａ組１位Ａ組１位Ａ組１位Ａ組１位    

    

UUUU----12121212ＦＦＦＦTTTT    
Ａ組３位Ａ組３位Ａ組３位Ａ組３位    

    
    
    

－－－－    

UUUU----11112222ＦＦＦＦT T T T 
Ｂ組３位Ｂ組３位Ｂ組３位Ｂ組３位    

    
    
    

ＵＵＵＵ----12121212    
Ｂ組１位Ｂ組１位Ｂ組１位Ｂ組１位    

    

8888    
11113333：：：：35353535    
11114444：：：：00005555    

UUUU----12MT12MT12MT12MT    
Ｃ組２位Ｃ組２位Ｃ組２位Ｃ組２位    

    
    
    

－－－－    

UUUU----12MT 12MT 12MT 12MT 
Ｄ組２位Ｄ組２位Ｄ組２位Ｄ組２位    

    
    
    

ＵＵＵＵ----12121212    
Ｃ組１位Ｃ組１位Ｃ組１位Ｃ組１位    

    

UUUU----12121212ＦＦＦＦTTTT    
Ｃ組３位Ｃ組３位Ｃ組３位Ｃ組３位    

    
    
    

－－－－    

UUUU----12121212ＦＦＦＦT T T T 
Ｄ組３位Ｄ組３位Ｄ組３位Ｄ組３位    

    
    
    

ＵＵＵＵ----12121212    
Ｄ組１位Ｄ組１位Ｄ組１位Ｄ組１位    

    

9999    
11114444：：：：11110000    
14141414：：：：40404040    

UUUU----12121212ＣＣＣＣTTTT    
Ａ組１位Ａ組１位Ａ組１位Ａ組１位    

    
    
    

－－－－    

UUUU----12121212ＣＣＣＣT T T T 
Ｂ組１位Ｂ組１位Ｂ組１位Ｂ組１位    

    
    
    

前試合前試合前試合前試合    
敗者敗者敗者敗者    

UUUU----12121212ＣＣＣＣTTTT    
Ｃ組１位Ｃ組１位Ｃ組１位Ｃ組１位    

    
    
    

－－－－    

UUUU----12121212ＣＣＣＣT T T T 
Ｄ組１位Ｄ組１位Ｄ組１位Ｄ組１位    

    
    
    

前試合前試合前試合前試合    
敗者敗者敗者敗者    

10101010    
11114444：：：：45454545    
11115555：：：：11115555    

UUUU----12MT12MT12MT12MT    
７負７負７負７負    

    
    
    

－－－－    

UUUU----11112MT 2MT 2MT 2MT 
８負８負８負８負    

    
    
    

相相相相    互互互互    

UUUU----12121212ＦＦＦＦTTTT    
７負７負７負７負    

    
    
    

－－－－    

UUUU----12121212ＦＦＦＦT T T T 
８負８負８負８負    

    
    
    

相相相相    互互互互    

11111111    
15151515：：：：22220000    
11115555：：：：55550000    

大会参加大会参加大会参加大会参加Ｕ－８選手Ｕ－８選手Ｕ－８選手Ｕ－８選手、大会未参加Ｕ、大会未参加Ｕ、大会未参加Ｕ、大会未参加Ｕ----１０１０１０１０対象、対象、対象、対象、リフティング教室リフティング教室リフティング教室リフティング教室    
    

15151515：：：：00000000～～～～11115555：：：：20202020 まではピッチサイドの空きスペースまではピッチサイドの空きスペースまではピッチサイドの空きスペースまではピッチサイドの空きスペース    
15151515：：：：20202020～～～～15151515：：：：50505050 サブグランド全体使用サブグランド全体使用サブグランド全体使用サブグランド全体使用    

    
    

UUUU----12121212    UUUU----８８８８ 
予選リーグ＝１２-３-１２分 予選リーグ＝１０-３-１０分 
順位トーナメント＝１２-３-１２分 順位トーナメント＝１０-3-１０分 
各組１位＝ＣＴ・チャンピオントーナメント 各組１・２位＝ＣＴ・チャンピオントーナメント 
各組２位＝ＭＴ・ミドルトーナメント ------ 
各組３位＝ＦＴ・フレンドリートーナメント 各組３･４位＝ＦＴ･フレンドリートーナメント 
順位決定戦で同点の場合は３人制ＰＫ戦 順位決定戦で同点の場合は３人制ＰＫ戦 
    
    

taketani
ハイライト表示

taketani
ハイライト表示

taketani
ハイライト表示

taketani
ハイライト表示

taketani
ハイライト表示

taketani
ハイライト表示

taketani
ハイライト表示


