
第第第第５５５５７７７７回回回回、、、、荒井チャレンジカップ荒井チャレンジカップ荒井チャレンジカップ荒井チャレンジカップ、、、、ＵＵＵＵ----９９９９    

平素は荒井 FC とご交流いただき御礼申し上げます。荒井チャレンジカップは平成 18 年３月（平成 17 年
度）の２年生大会を第一回として、毎年４～５回（数種カテゴリー）を開催し今日に至っております。主催
者として不十分な点が多々あるかと思われますが皆様のご協力をいただき、主役である子ども達が楽しい１
日を過ごす！これを第一に準備運営していきたいと思います。 
何卒、宜しくお願い申し上げます。（荒井フットボールクラブ 代表：代野恵司） 
    
１．主１．主１．主１．主        旨旨旨旨  将来を担う子どもたちのサッカーへの興味・関心を深め、サッカーの技術・理解を向

上させると同時に、サッカーを通じて、「仲間を大切にする」「感謝をする」ことを学
んでもらい、心豊かな人間に育ってくれるための活動となるような大会とする。 

２２２２．主．主．主．主        催催催催  荒井フットボールクラブ、荒井ＦＣチャタファミリー    
３３３３．期．期．期．期        日日日日  平成２８年（２０１６年）７７７７月月月月３３３３日（日（日（日（日日日日））））＊小雨決行 
４４４４．会．会．会．会        場場場場  神戸製鋼高砂グランド、高砂市荒井町新浜 計３面の内、中と西の２面を使用 
５５５５．参．参．参．参    加加加加    数数数数  １２チーム    
６６６６．競技種目．競技種目．競技種目．競技種目  Ｕ-９（３年生以下）8 人制サッカー（４年生女子選手出場可、主旨を理解し各チームでレベルを判断） 
７７７７．参加資格．参加資格．参加資格．参加資格  保護者の同意を得た、サッカーが好きな選手で構成されたチームであること 
８８８８．参．参．参．参    加加加加    費費費費  １チーム ４０００円  （大会当日に本部までお願いします）  
９９９９．大会規定．大会規定．大会規定．大会規定    

１） 日本サッカー協会競技規則に準ずる。 
２） 少年用ゴールとする。コートサイズは 65×40ｍとする。 
３） 試合球は主催者準備の４号検定球を使用する。 
４） 試合時間は、１５-３-１５分とする。（ハーフタイム時間厳守） 
５） 選手交代は自由（主審申告なし、中央から出入り、リエントリー可）とする。 
６） ブロック別に総当りのリーグ戦を開催し、同順位によるトーナメント戦を開催する。 
７） リーグ戦における順位は勝ち点制にて決定する。（勝ち：３点、引き分け：１点、負け：０点）  
８） 勝ち点が同じ場合は、①対戦成績 ②得失点差 ③総得点 ④抽選 にて順位決定する。 
９） 順位決定戦において同点の場合は、３人制ＰＫ戦（４人目からＶゴール）にて決する。 
10） 警告処分は次試合に持ち越さないが、退場処分を受けた選手は次試合への出場を認めない。 
11） 本大会は、主催者により規定の変更を行うことが出来る。 

10101010．表彰．表彰．表彰．表彰    
  １）優勝、準優勝、３位チームを表彰し、トロフィー（又は盾）と表彰状を授与する。 
  ２）２位・3 位トーナメント優勝チームを表彰し、トロフィー（又は盾）と表彰状を授与する。 
  ３）２位・3 位トーナメント準優勝チームを表彰し、トロフィー（又は盾）と表彰状を授与する。 
  ４）各チームから 1 名、チーム推薦による優秀選手を表彰し、メダルを授与する。 
11111111．審判．審判．審判．審判    
  １） スケジュールに基づきお願いします。主審１人 

（線審採用は任意、各チームで準備、高学年選手奨励） 
  ２） 主審は上着のみでかまいませんので、 

審判服着用をお願いします。 
  ３） アディショナルタイムについては、主審に一任します。 
  ４） 対応が不可能な場合は、ご遠慮なく大会本部 

までご連絡願います。 
12121212．会場レイアウト．会場レイアウト．会場レイアウト．会場レイアウト        右図をご参照願います。 
13131313．その他．その他．その他．その他    

１）小雨決行とします。天候不良（大雨・警報発令時など）による中止時は 
午前６時３０分頃に各チーム代表者に連絡します。 

２）開会式は開催しません。試合時刻に合わせてご来場下さい。 
３） 最終試合終了後にチーム毎に本部前で表彰式を開催します。（全体での閉会式はありません。） 
４）円滑な大会進行にご協力お願いします。試合開始前のコートサイド待機お願いします。 
  ベンチ挨拶は省略とします。 
５）近隣には数件のコンビニもあります。店舗利用時以外は駐車しないで下さい。 
６）北側の無料駐車場をご利用願います。収容能力（20台/１チーム）何ら問題なしです。 
７）駐車場以外での駐停車は避けていただきますようお願いします。一時的な乗り降り、荷物積

み降ろしも同様です。 
８）トイレは、グランド東側の樹木の下、グランド西側道路横断し会社門通り右側にあります。 
９）喫煙は、所定場所（グランド入口付近と東トイレ付近）でお願いします。 

10）応援フラッグ（横断幕）をグランド南側フェンスへ掲示いただけましたら幸いです。 
11）野球専用エリア（東側バックネット裏）に立ち入らないようにお願いします。 
12）チーム毎に待機エリアを準備しております。荷物管理は各チームにてお願いします。 
1３）ゴミ持ち帰りのご協力、お願いします。 
1４）障害事故、器物破損は各チームにて対処をお願いします。本部までご連絡いただければ

相談はさせていただきます。 
1５）参加費をいただいておりますので、品物による御礼はお控え願います。 
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【タイムテーブル、西コート、鉄塔側【タイムテーブル、西コート、鉄塔側【タイムテーブル、西コート、鉄塔側【タイムテーブル、西コート、鉄塔側、入口から見て右側、入口から見て右側、入口から見て右側、入口から見て右側】】】】                11115555----3333----11115555 分分分分    

№№№№    試合時刻試合時刻試合時刻試合時刻    組組組組    対対対対                戦戦戦戦    審判審判審判審判    

１１１１    
    ８：５０８：５０８：５０８：５０    
    ９：２５９：２５９：２５９：２５    

ＡＡＡＡ    組組組組    エスペランサエスペランサエスペランサエスペランサ        対対対対        九九九九    会会会会    陵陵陵陵    北北北北    

２２２２    
    ９：３０９：３０９：３０９：３０    
１０：０５１０：０５１０：０５１０：０５    

ＢＢＢＢ    組組組組    陵陵陵陵    北北北北        対対対対        明明明明    石石石石    九九九九    会会会会    

３３３３    
１０：１０１０：１０１０：１０１０：１０    
１０：４５１０：４５１０：４５１０：４５    

ＡＡＡＡ    組組組組    箕箕箕箕    谷谷谷谷        対対対対        九九九九    会会会会    明明明明    石石石石        

４４４４    
１０：５０１０：５０１０：５０１０：５０    
１１：２５１１：２５１１：２５１１：２５    

ＢＢＢＢ    組組組組    学学学学    園園園園        対対対対        明明明明    石石石石    箕箕箕箕    谷谷谷谷    

５５５５    
１１：３０１１：３０１１：３０１１：３０    
１２：０５１２：０５１２：０５１２：０５    

ＡＡＡＡ    組組組組    箕箕箕箕    谷谷谷谷        対対対対        エスペランサエスペランサエスペランサエスペランサ    学学学学    園園園園    

６６６６    
１２：１０１２：１０１２：１０１２：１０    
１２：４５１２：４５１２：４５１２：４５    

ＢＢＢＢ    組組組組    学学学学    園園園園        対対対対        陵陵陵陵    北北北北    エスペランサエスペランサエスペランサエスペランサ    

    

７７７７    
１３：００１３：００１３：００１３：００    
１３：３５１３：３５１３：３５１３：３５    

２位Ｔ２位Ｔ２位Ｔ２位Ｔ    
Ａ組２位Ａ組２位Ａ組２位Ａ組２位    

    

    

    対対対対        
Ｃ組２位Ｃ組２位Ｃ組２位Ｃ組２位    

    

    

Ａ組１位Ａ組１位Ａ組１位Ａ組１位    
    

８８８８    
１３：４０１３：４０１３：４０１３：４０    
１４：１５１４：１５１４：１５１４：１５    

２位Ｔ２位Ｔ２位Ｔ２位Ｔ    
Ｂ組２位Ｂ組２位Ｂ組２位Ｂ組２位    

    

    

    対対対対        
Ｄ組２位Ｄ組２位Ｄ組２位Ｄ組２位    

    
Ｃ組１位Ｃ組１位Ｃ組１位Ｃ組１位    

    

９９９９    
１４：２０１４：２０１４：２０１４：２０    
１４：５５１４：５５１４：５５１４：５５    

１位Ｔ１位Ｔ１位Ｔ１位Ｔ    
準決勝準決勝準決勝準決勝    

Ａ組１位Ａ組１位Ａ組１位Ａ組１位    

    

    

    対対対対        
Ｃ組１位Ｃ組１位Ｃ組１位Ｃ組１位    

    ８負け８負け８負け８負け    

    

１０１０１０１０    
１５：００１５：００１５：００１５：００    
１５：３５１５：３５１５：３５１５：３５    

11111111････12121212 位位位位    

決定戦決定戦決定戦決定戦    

中７負け中７負け中７負け中７負け    

    

    

    対対対対        
中８負け中８負け中８負け中８負け    

９負け９負け９負け９負け    

１１１１１１１１    
１５：４０１５：４０１５：４０１５：４０    
１６：１５１６：１５１６：１５１６：１５    

７・８位７・８位７・８位７・８位    
決定戦決定戦決定戦決定戦    

西７負け西７負け西７負け西７負け    

    

    

    対対対対        
西８負け西８負け西８負け西８負け    

１０負け１０負け１０負け１０負け    

１２１２１２１２    
１６：２０１６：２０１６：２０１６：２０    
１６：５５１６：５５１６：５５１６：５５    

３・４位３・４位３・４位３・４位    
決定戦決定戦決定戦決定戦    

中９負け中９負け中９負け中９負け    

    

    

    対対対対        
西９負け西９負け西９負け西９負け    

１１負け１１負け１１負け１１負け    

【タイムテーブル、中コート【タイムテーブル、中コート【タイムテーブル、中コート【タイムテーブル、中コート、入口から見て左側、入口から見て左側、入口から見て左側、入口から見て左側】】】】                                    11115555----3333----11115555 分分分分    

№№№№    試合時刻試合時刻試合時刻試合時刻    組組組組    対対対対                戦戦戦戦    審判審判審判審判    

１１１１    
    ８：５０８：５０８：５０８：５０    
    ９：２５９：２５９：２５９：２５    

ＣＣＣＣ    組組組組    レッドスターレッドスターレッドスターレッドスター        対対対対        大久保大久保大久保大久保    荒荒荒荒    井井井井    

２２２２    
    ９：３０９：３０９：３０９：３０    
１０：０５１０：０５１０：０５１０：０５    

ＤＤＤＤ    組組組組    荒荒荒荒    井井井井        対対対対        大大大大    塩塩塩塩    レッドスターレッドスターレッドスターレッドスター    

３３３３    
１０：１０１０：１０１０：１０１０：１０    
１０：４５１０：４５１０：４５１０：４５    

ＣＣＣＣ    組組組組    レッドスターレッドスターレッドスターレッドスター        対対対対        新多聞新多聞新多聞新多聞    大大大大    塩塩塩塩    

４４４４    
１０：５０１０：５０１０：５０１０：５０    
１１：２５１１：２５１１：２５１１：２５    

ＤＤＤＤ    組組組組    荒荒荒荒    井井井井        対対対対        西須磨西須磨西須磨西須磨    新多聞新多聞新多聞新多聞    

５５５５    
１１：３０１１：３０１１：３０１１：３０    
１２：０５１２：０５１２：０５１２：０５    

ＣＣＣＣ    組組組組    大久保大久保大久保大久保        対対対対        新多聞新多聞新多聞新多聞    西須磨西須磨西須磨西須磨    

６６６６    
１２：１０１２：１０１２：１０１２：１０    
１２：４５１２：４５１２：４５１２：４５    

ＤＤＤＤ    組組組組    大大大大    塩塩塩塩        対対対対        西須磨西須磨西須磨西須磨    大久保大久保大久保大久保    

    

７７７７    
１３：００１３：００１３：００１３：００    
１３：３５１３：３５１３：３５１３：３５    

３位Ｔ３位Ｔ３位Ｔ３位Ｔ    
Ａ組３位Ａ組３位Ａ組３位Ａ組３位    

    

    

    対対対対        
Ｃ組３位Ｃ組３位Ｃ組３位Ｃ組３位    

    
Ｂ組１位Ｂ組１位Ｂ組１位Ｂ組１位    

    

８８８８    
１３：４０１３：４０１３：４０１３：４０    
１４：１５１４：１５１４：１５１４：１５    

３位Ｔ３位Ｔ３位Ｔ３位Ｔ    
Ｂ組３位Ｂ組３位Ｂ組３位Ｂ組３位    

    

    

    対対対対        
Ｄ組３位Ｄ組３位Ｄ組３位Ｄ組３位    

    
Ｄ組１位Ｄ組１位Ｄ組１位Ｄ組１位    

    

９９９９    
１４：２０１４：２０１４：２０１４：２０    
１４：５５１４：５５１４：５５１４：５５    

１位Ｔ１位Ｔ１位Ｔ１位Ｔ    
準決勝準決勝準決勝準決勝    

Ｂ組１位Ｂ組１位Ｂ組１位Ｂ組１位    

    

    

    対対対対        
Ｄ組１位Ｄ組１位Ｄ組１位Ｄ組１位    

    ８負け８負け８負け８負け    

１０１０１０１０    

１０１０１０１０    
１５：００１５：００１５：００１５：００    
１５：３５１５：３５１５：３５１５：３５    

３位Ｔ３位Ｔ３位Ｔ３位Ｔ    
決勝戦決勝戦決勝戦決勝戦    

中７勝ち中７勝ち中７勝ち中７勝ち    

    

    

    対対対対        
中８勝ち中８勝ち中８勝ち中８勝ち    

９負け９負け９負け９負け    

１１１１１１１１    
１５：４０１５：４０１５：４０１５：４０    
１６：１５１６：１５１６：１５１６：１５    

２位Ｔ２位Ｔ２位Ｔ２位Ｔ    
決勝戦決勝戦決勝戦決勝戦    

西７勝ち西７勝ち西７勝ち西７勝ち    

    

    

    対対対対        
西８勝ち西８勝ち西８勝ち西８勝ち    

１０負け１０負け１０負け１０負け    

１２１２１２１２    
１６：２０１６：２０１６：２０１６：２０    
１６：５５１６：５５１６：５５１６：５５    

１位Ｔ１位Ｔ１位Ｔ１位Ｔ    
決勝戦決勝戦決勝戦決勝戦    

中９勝ち中９勝ち中９勝ち中９勝ち    

    

    

    対対対対        
西９勝ち西９勝ち西９勝ち西９勝ち    

１１負け１１負け１１負け１１負け    
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【参加チーム】【参加チーム】【参加チーム】【参加チーム】    

ＡＡＡＡ    
箕谷箕谷箕谷箕谷 SCSCSCSC    
神戸市神戸市神戸市神戸市    

エスペランサＦＣエスペランサＦＣエスペランサＦＣエスペランサＦＣ    
明石市明石市明石市明石市    

九会九会九会九会 SSSSSSSSSSSS    
加西市加西市加西市加西市    

ＢＢＢＢ    
学園ＦＣ学園ＦＣ学園ＦＣ学園ＦＣ    
神戸市神戸市神戸市神戸市    

明石ＦＣ明石ＦＣ明石ＦＣ明石ＦＣ    
明石市明石市明石市明石市    

陵北陵北陵北陵北 SCSCSCSC    
加古川市加古川市加古川市加古川市    

ＣＣＣＣ    
新多聞ＳＣ新多聞ＳＣ新多聞ＳＣ新多聞ＳＣ    

神戸市神戸市神戸市神戸市    
大久保ＳＣ大久保ＳＣ大久保ＳＣ大久保ＳＣ    

明石市明石市明石市明石市    
高砂レッドスター高砂レッドスター高砂レッドスター高砂レッドスター    

高砂市高砂市高砂市高砂市    

ＤＤＤＤ    
西須磨ＳＣ西須磨ＳＣ西須磨ＳＣ西須磨ＳＣ    

神戸市神戸市神戸市神戸市    
大塩ＳＣ大塩ＳＣ大塩ＳＣ大塩ＳＣ    
姫路市姫路市姫路市姫路市    

荒井荒井荒井荒井ＦＣＦＣＦＣＦＣ    
高砂市高砂市高砂市高砂市    

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

ＡＡＡＡ    
エスぺエスぺエスぺエスぺ    
ランサランサランサランサ    箕箕箕箕    谷谷谷谷    九九九九    会会会会    

勝勝勝勝    

×３×３×３×３    

負負負負    

×０×０×０×０    

分分分分    

×１×１×１×１    

勝勝勝勝

点点点点    

得得得得    

点点点点    

失失失失    

点点点点    

得失得失得失得失    

点差点差点差点差    

順順順順    

位位位位    

エスぺエスぺエスぺエスぺ    

ランサランサランサランサ    
    

                                        

箕箕箕箕    谷谷谷谷        
    

                                    

九九九九    会会会会            
    

                                

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

ＢＢＢＢ    陵陵陵陵    北北北北    学学学学    園園園園    明明明明    石石石石    
勝勝勝勝    

×３×３×３×３    

負負負負    

×０×０×０×０    

分分分分    

×１×１×１×１    

勝勝勝勝

点点点点    

得得得得    

点点点点    

失失失失    

点点点点    

得失得失得失得失    

点差点差点差点差    

順順順順    

位位位位    

陵陵陵陵    北北北北    
    

                                        

学学学学    園園園園        
    

                                    

明明明明    石石石石            
    

                                

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

ＣＣＣＣ    新多聞新多聞新多聞新多聞    
レッドレッドレッドレッド
スタースタースタースター    大久保大久保大久保大久保    

勝勝勝勝    

×３×３×３×３    

負負負負    

×０×０×０×０    

分分分分    

×１×１×１×１    

勝勝勝勝

点点点点    

得得得得    

点点点点    

失失失失    

点点点点    

得失得失得失得失    

点差点差点差点差    

順順順順    

位位位位    

新多聞新多聞新多聞新多聞    
    

                                        

レッドレッドレッドレッド
スタースタースタースター        

    

                                    

大久保大久保大久保大久保            
    

                                

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

ＤＤＤＤ    大大大大    塩塩塩塩    西須磨西須磨西須磨西須磨    荒荒荒荒    井井井井    
勝勝勝勝    

×３×３×３×３    

負負負負    

×０×０×０×０    

分分分分    

×１×１×１×１    

勝勝勝勝

点点点点    

得得得得    

点点点点    

失失失失    

点点点点    

得失得失得失得失    

点差点差点差点差    

順順順順    

位位位位    

大大大大    塩塩塩塩    
    

                                        

西須磨西須磨西須磨西須磨        
    

                                    

荒荒荒荒    井井井井            
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【成績表：決勝トーナメント】【成績表：決勝トーナメント】【成績表：決勝トーナメント】【成績表：決勝トーナメント】    

                                        優勝：優勝：優勝：優勝：                                                    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                        Ｃ組１位Ｃ組１位Ｃ組１位Ｃ組１位                    Ｂ組１位Ｂ組１位Ｂ組１位Ｂ組１位                        Ｄ組１位Ｄ組１位Ｄ組１位Ｄ組１位    

    

                

    

    

                                                            ３位：３位：３位：３位：                                    ４位：４位：４位：４位：    

    

【成績表：【成績表：【成績表：【成績表：2222 位トーナメント】位トーナメント】位トーナメント】位トーナメント】    

                        5555 位（敢闘賞）：位（敢闘賞）：位（敢闘賞）：位（敢闘賞）：                                        6666 位（努力賞）：位（努力賞）：位（努力賞）：位（努力賞）：    

    

    

    

        

Ａ組２位Ａ組２位Ａ組２位Ａ組２位                        Ｃ組２位Ｃ組２位Ｃ組２位Ｃ組２位                    Ｂ組２位Ｂ組２位Ｂ組２位Ｂ組２位                        Ｄ組２位Ｄ組２位Ｄ組２位Ｄ組２位    

    

                

    

    

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

    

    

【成績表：３位トーナメント】【成績表：３位トーナメント】【成績表：３位トーナメント】【成績表：３位トーナメント】    

                        ９位（敢闘賞）：９位（敢闘賞）：９位（敢闘賞）：９位（敢闘賞）：                                        １０位（努力賞）：１０位（努力賞）：１０位（努力賞）：１０位（努力賞）：    

    

    

    

        

    

    

Ａ組３位Ａ組３位Ａ組３位Ａ組３位                        Ｃ組３位Ｃ組３位Ｃ組３位Ｃ組３位                    Ｂ組３位Ｂ組３位Ｂ組３位Ｂ組３位                        Ｄ組３位Ｄ組３位Ｄ組３位Ｄ組３位    

    

                

    

    

                                                        １１位：１１位：１１位：１１位：                                １２位：１２位：１２位：１２位：    

    

優勝優勝優勝優勝    
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