
　　　場　所　：　赤穂市　海浜スポーツセンター

　　　開催日　：　2017年　7月　30日

　　　主　催　：　赤穂サッカー協会

　　　後　援　：　尾崎ＳＳＤ

　　　協　賛　：　アルペン



　　【そ　の　他】　

　　　　　　　　　　　　　　勝ち点が同じ場合は、得失点差 → 総得点 → 対戦結果 → 抽選の

　　　　　　　　　　　　　　勝ち点（勝ち３　引き分け１　負け０）により順位を決定する。

　　　　　　　　　　（当日、本部にて受け付けます）

　　【参　加　費】　各チーム　４０００円

　　　　　　　　　各チーム　優秀選手賞　　優勝チーム　最優秀選手賞１名

　　【表　　彰】　１位グループの優勝・準優勝・３位を表彰します。

　　　　　　　　　　　　　　　　同点の場合は、ＰＫ戦（３人制）を行う

　　　　　　　　　　　　　　試合時間　：　１５－５－１５（ロスタイム無し）

　　　　　　　　　②順位決定戦

　　　　　　　　　　　　　　順で決定する。

　　　　　　　　　試合時間　：　１５－５－１５（ロスタイム無し）

　　【競技方法】　①予選リーグ（３チーム４ブロック・・・各チーム２試合）

　　　　　　　　　　頂いております。主審は審判服を着用してください。副審は子供でも可とします。　

　　　　　　　　　③審判は１人制でも3人制でも構いません。別紙の通り各チームへ割り当てをさせて

　　　　　　　　　②8人制で、選手交代人数はフリー・再入場も可とする。

　　【競技規定】　①基本は、日本サッカー協会競技規則に準ずる。

　　【参加資格】　出場選手は、スポーツ保険に加入している事。

　　【会　　場】　赤穂市　海浜スポーツセンター

　　　　　　　　　お互いの技術向上を図り、親子・指導者の親睦を深める。

　　【日　　時】　2017年　7月　30日　（日曜日）

　　　　　　　　　5年生以下の参加で実施します。

　　　　　　　　　各チームの来年度トップチームを担う、若い世代の大会とするため

　《第7回　尾崎若獅子カップ》　　大会実施要項

　　【趣　　旨】　兵庫県近辺の地で活動する少年サッカーチームが、地域を越えて



　　　　　　　　　閉会式出席に関しましては、遠方よりお越しのチームも御座いますので、随時

　　　　　　　　　お帰り頂いても構いません。

　　　　　　　　　上位３チームは、表彰式を行いますのでご出席をお願いします。

　　　　　　②     試合中及び、グラウンド近辺での負傷・事故等につきましては、各チームでの

　　　　　　③     小雨決行とします

　　　　　　　　　大雨に関する警報等が発表され、大会開催が危ぶまれる場合は、

　　　　　　　　　午前６時３０分頃に、各チーム代表者様（当日責任者）へ、ご連絡致します。

　　　　　　④     試合時刻５分前には、各チームごとに集合しスムーズな試合進行が出来る様に

　

　　　　　　⑤     敷地内全般で禁煙になっています。喫煙については、ご遠慮ください。

　　　　　　　　

　　　　　　⑥　コートは北側がＡコート・真ん中がＢコート　Ｃコートをアップ上とします

　　　※       今大会の問い合わせ等につきましては、下記連絡先までお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　【大会事務局】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尾崎サッカースポーツ少年団

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　扇　　　照幸

　　　　　　　　ご対応をお願いします。

　　　　　　　　ご協力ください

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　携帯：080-1427-8965

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自宅：0791-45-7218

　　　　　　　　　行いませんので別紙日程表をご確認頂き、時間に合わせてお越しください

　　　　　　①     開会式について

taketani
四角形



予選リーグ戦
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決勝トーナメント

１６：３０～　閉会式・表彰式

①　Ａ３位　　-　　Ｂ３位

③　Ａ１位　　-　　Ｂ１位

⑤　Ａ２位　　-　　Ｂ２位

⑦　　　　優勝決定戦

②　Ｃ３位　　-　　Ｄ３位

④　Ｃ１位　　-　　Ｄ１位

⑥　Ｃ２位　　-　　Ｄ２位

⑧　　　　３位決定戦15:40 ⑥敗者10 ⑤敗者

15:00 ④敗者9 ③敗者

14:20 ②敗者8 ①敗者

13:30 Ｃ２位7 Ａ２位

12:50 塩屋SSD 平岡北SC 大塩6 尾崎ＳＳＤ 高砂FC 学園

12:10 赤穂SSD 大塩SC 平岡北5 学園FC
御国野

エイムスター 高砂

11:30 平岡北SC 大津茂SC 神岡4 高砂FC 別所FC 御国野

神岡SSD 大津茂3 御崎SSD 学園FC 別所

2 別所FC 尾崎ＳＳＤ 御崎

10:50 大塩SC

神岡SSD 塩屋

Ａコート

10:10 塩屋ＳＳＤ 大津茂SC 赤穂

審判 ｋｉｃｋｏｆｆ Ｂコート

1 御崎SSD
御国野

エイムスター 尾崎 9:30 赤穂SSD

試　合　日　程

Ｎｏ．

赤穂SSD塩屋SSD御崎SSD尾崎ＳＳＤ

審判

神岡SSD大津茂SCFC御国野エイムスター別所FC

大塩SC平岡北SC学園FC高砂FC’７２

Ａコート Ｂコート

第７回　尾崎若獅子カップ組み合わせ

Ａブロック ＤブロックＣブロックＢブロック



【２位グループトーナメント】

【３位グループトーナメント】

②

⑦

Ｄ３位

Ａ２位 Ｂ２位 Ｃ２位

Ａ３位 ① Ｂ３位 Ｃ３位

Ｄ２位⑤ ⑥

Ａ１位 Ｂ１位 Ｃ１位 Ｄ１位③ ④

決勝トーナメント　　順位決定戦

⑧

【１位グループトーナメント】

赤穂SSD

神岡SSD

順位

大塩SC

勝ち点 得点 失点 得失点差Ｄブロック 板宿 余部 新宮

塩屋ＳＳＤ

大津茂SC

順位

平岡北SC

勝ち点 得点 失点 得失点差Ｃブロック 安室 龍野 塩屋

御崎SSD

FC御国野エイムスター

順位

学園FC

失点 得失点差Ｂブロック 学園 御国野 御崎 勝ち点 得点

順位得点 失点 得失点差

予選リーグ成績表

Ａブロック

高砂FC'72Jｒ

別所FC

尾崎ＳＳＤ

勝ち点高砂 別所 尾崎



第２回

３位 明石FC

参加チーム

石海SD 小宅SC 龍野FC

尾崎SSD ルゼルやわた エストレラ津田

アヴァンツァーレ余部

高砂FC’７２Ｊｒ

板宿SC

アヴァンツァーレ余部

FC御国野エイムスター 沢池SC

優勝 兵庫FC

準優勝 エスペランサFC

ACリーヴェ有年 ルゼルやわた エストレラ津田

大津茂SC 田井FC 沢池SC

参加チーム

３位

石海SD 赤穂SSD 尾崎SSD

尾崎　「若獅子カップ」歴代　優勝チーム　参加チーム一覧

第１回

優勝

準優勝

第３回

優勝 小宅ＳＣ

準優勝 エストレラ津田

３位 石海ＳＤ

参加チーム

高砂ＦＣ’７２Ｊｒ センアーノ神戸 学園ＦＣ

尾崎SSD 赤穂ＳＳＤ 板宿ＳＣ

アヴァンツァーレ余部 FC御国野エイムスター 沢池SC

第４回

優勝 センアーノ神戸

準優勝 尾崎ＳＳＤ

３位 小宅ＳＣ

参加チーム

相生ＦＣ 石海ＳＤ 龍野ＦＣ

沢池ＳＣ 板宿ＳＣ 赤穂ＳＳＤ

安室ＳＣ 学園ＦＣ 高砂ＦＣ’７２Ｊｒ

第5回



参加チーム

第7回

優勝 ？

準優勝 ？

３位 ？

優勝 高砂ＦＣ’７２Ｊｒ

準優勝 安室ＳＣ

３位 センアーノ神戸

参加チーム

尾崎SSD 九会SSS エスペランサFC

アヴァンツァーレ余部 FC御国野エイムスター 塩屋SSD

小宅SC エストレラ津田 フォルテ新宮

第6回

優勝 学園FC

準優勝 フォルテ新宮

３位 尾崎SSD

参加チーム

高砂FC’７２ 御崎SSD 塩屋SSD

矢野SC 安室SC 板宿SC

エストレラ津田 龍野FC アヴァンツァーレ余部



(079) 233-7566

兵庫県姫路市中地南町45-１

協　　賛

住所：

駐車場：

電話：

アクセス：

営業時間：

姫路バイパス中地ランプ南へ100m。

10：00～21：00

116台



※お気を付けて御越し下さい！グランドのご案内

山陽自動車道方 相生方面

高取峠250号

「新田」交差点
坂越橋
渡らず直進

海浜スポーツセンター

「サークルＫ」「鹿久居荘」
の交差点。
必ず右折してください
直進しての施設内入場は禁止

第2駐車場

第3駐車場



※3か所の駐車場がありますが、施設内以外は有料になります。駐車場のご案内

第2駐車場有料（510

第3駐車場有料（510


