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１．大会名：　第 14 回　野田ライオンズカップ  (野田市近隣市町招待少年サッカー大会)

２．主　旨 ：　本大会は、少年サッカーを通してサッカー技術の向上を図りながら心身を鍛えフェアー
　　プレーの精神を養う事により、青少年の健全な育成と地域スポーツの振興を目指すもの
　　である。

３．主　催 ：　野田市少年サッカー連盟大会委員会

４．後  援 ：　野田ライオンズクラブ　　　野田市教育委員会　　　野田市サッカー協会
　  

５．期  日 ：　平成26年　７月 20日(日) ・21日(祝)     小雨決行　　予備日7月26日(土)・27日(日)

６．会  場 ：　野田市スポーツ公園　多目的広場　・芝生広場

７．参加資格 ：① ６年生以下で構成されたチームでスポーツ障害保険に加入していること
                    ② 親権者または、保護者の承諾を得ていること

　　野田市少年サッカー連盟に加盟しているチームまたは連盟推薦のチームで24チーム
　　とする

８．参加費：　１チーム ７，０００円

９．組合せ抽選　：　申込締切後、主催者で行う

１０．競技規則 (１）選手登録 ： 選手登録は２０名以内とし交代人数の制限はしない
　  　　　　一度交代した選手の再出場も可。

　 　（２）試合時間 ： １日目 予選リーグ30分(15分-5分-15分)3試合
　 　    　　　２日目 決勝トーナメント40分(20分-5分-20分)延長戦なし即PK戦
     （３）試合球  　： 検定球4号球(主催者側で用意します)
 　　（４）スパイクは固定式、すねあてを着用すること。
　 　（５）その他のルールは日本サッカー協会規則に準ずる。

１１．試合方法　：　２４チームを３チームづつの８グループに分け予選リーグ及び順位決定戦を行う
　　　　　各グループの順位(1位・2位・3位・4位・5位・6位)にて、決勝トーナメント戦を行い
　　　　　各順位別に優勝チームを決定する。
　　　　　順位の決定は①勝点 (勝ち３点・引分１点・負け０点) ②得失点 ③総得点
　　　　　④直接対戦成績 ⑤抽選　　　また順位決定戦にて引き分けはＰＫ戦とする。

１２．審判　：　各チーム2名の審判を帯同し、審判服の着用をお願い致します。

１３．表彰　：　優勝　　ライオンズカップ ・優勝旗(持ち回り) ・賞状 ・盾

  　準優勝　　    賞状 ・盾 第３位 ・第４位　 　賞状 ・盾　

 　各順位一位 ・二位 ・三位　　賞状 ・盾　　　第四位　　敢闘賞

１４．大会事務局　：　申込送信先  白鳥　　淳　　　　ＦＡＸ：０４－７１２１－６５５３　　
野田市山崎２６９５－１２８

　　　　　　振込先 　　 銀行名    　　千葉銀行　　　野田支店　（店番号００９）
 　　口座名        野田市少年サッカー連盟　会計　　　白鳥　　淳
　　 口座番号     普通　　３９５４５１３
　　＊振込みには、必ずチーム名を明記してください

１５．その他　： （１）雨天等による中止の決定は、当日6時以降に会場責任者まで確認して下さい。
　 　 （２）ゴミ等は、各チーム責任を持って処理して下さい。
　　  （３）開会式は行いません。
　　  （４）駐車場は１チーム５台です。

第 14 回 野田ライオンズカップ大会実施要項
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第 14回野田ライオンズカップ開催にあたり 

 

野田ライオンズクラブ

第 32代会長 L 大滝 清

「愛する地域で楽しく奉仕」 

    

今年度も野田ライオンズカップが開催される運びとなりました。 

第 14回大会を迎えることができ、大変嬉しい限りです。 

 野田市内のチームを含め、近隣市町の少年サッカークラブが24チームと多数、

野田市へ朝早くからお集まり下さり、本当にありがとうございます。 

また主催者であります野田市少年サッカー連盟、共に後援して下さる野田市教

育委員会、野田市サッカー協会に対しまして、この場をお借りし、心から感謝

を申し上げたいと存じます。 

 さて先般、ブラジルで開催されたサッカーワールドカップは、大変な盛り上

がりでした。前回の王者スペインがグループリーグ敗退という大波乱も起きま

した。どんなに準備をしても、実際に戦ってみなければ何が起こるか分からな

いことを見せつけられました。 

 この大会に向けて全てのチームが一所懸命、練習に取り組んだことでしょう。

苦しく、辛い練習に耐えた人もいるのではないでしょうか？ 

ここにいる皆さんそれぞれがたくさんの想いを抱えて、試合に臨んでいるだろ

うと推察します。 

皆さん一人一人が、大会に向けて準備してきたことを多いに発揮してもらいた

いと思います。 

 私共、野田ライオンズクラブが、日本の未来を支える皆さんが、サッカーと

いうスポーツを通し、心身共に健康、健全に育成される事を願ってやみません。

そして、愛する地域【野田】のために当クラブ一丸となり、青少年健全育成を

柱とし、奉仕活動や事業活動に取り組む所存です。 

 最後に、チーム指導者、また保護者の皆様におかれましては、常日頃からの

ご尽力に敬意を表します。今後も子供たちを励まし、ときには厳しく、共に成

長を見守ってください。 

本大会が成功します事を祈願し、挨拶とさせて頂きます。 
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今日の大会で自分の技を披露しよう 

 

野田市サッカー協会

会長 大木葉俊㤗

    

                 

  
 昨年の 6月 4日、対オーストラリア戦を引き分け、ワールドカップブラジル

大会に出場、しかも世界に通じる選手が多くなってきましたが、結果は予選リ

ーグ敗退でした。 

 そういう中での第 14回野田ライオンズカップの開催ですが、サッカー少年に

とっては自分の力を思う存分発揮する機会ですし、野田市サッカー協会におき

ましても、サッカー少年交流の場と考え大変うれしく思うところです。どうか

日々の練習で身に付けた技術をいかんなく発揮し、チームとしてのゲーム展開

を披露していただきたいものです。失敗して悲しみ、成功して喜び、精進する

自分を感じ取る絶好の機会と考えてください。そして、サッカーを志した少年

の夢を実現させたい思いで指導にあたっている監督・コーチの再確認の場でも

あるわけです。ですから、この大会を礎にして、それぞれのチームが選手個々

の技術や精神力、チームとしての組織力について分析し、今後の指導に活かせ

る大会であるととらえていただけると幸いです・ 

 年々、少年サッカー大会も過密スケジュールになり、少年達の健康管理につ

きましても、今まで以上に気遣っていかなければならない時代になりました。 

練習や試合でのボールを取り合っての接触や余計な手足の出し方にも注意させ

て、怪我のないゲームになるように更なる配慮をいただき、技術の向上と和を

もって試合に臨む重要さを培っていただければと思います。指導者の皆様、こ

れかもご指導よろしくお願いいたします。 

 最後になりますが、この大会が盛大に開催できますのも、野田ライオンズク

ラブからのご支援や審判団・役員等多くのサッカー関係者の思い、それは 

「子供たちを健全な姿に育てる・技術の向上を図る」という願い、そこに尽き

るのだと思います。このように多くの方々のご理解ご協力によって大会が成立

することに、深甚から感謝申し上げます。 
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大会委員長挨拶 

 

野田市少年サッカー連盟

代表 稲谷 俊光

第 14 回野田ライオンズカップによせて 

    

この度、第 14回野田ライオンズカップ「野田市近隣市町招待サッカー大会」

に、多数のご参加をいただき誠に有難うございます。 

2014年ブラジルワールドカップもベスト 16が決まり、益々盛り上がりを見

せております。残念ながら日本代表はコンディション作りに失敗し敗退となり

ましたが、その能力の高さを私達に見せつけてくれました。今後の日本サッカ

ーの更なる向上を期待したいと思います。 

この大会は 2001年に野田市内の各チームが、日頃お世話になっている近隣チ

ームの方々との技術向上と更なる交流を深めるため、またサッカー文化を野田

の地より発信するため、連盟結成以来、野田ライオンズクラブ様のご後援を賜

り今日まで連続して開催している記念すべき大会であり、今年で 14回目を迎え

ます。サッカーを通じ子供たちの仲間意識が深まり、近隣の皆様と交流を深め

られる事は主催者として大変幸せでございます。 

今日までこの大会が継続してこられたのは、野田ライオンズクラブをはじめ

野田市体育協会、野田市教育委員会それぞれのご理解とご支援の賜であり、各

チーム保護者及び指導者の方々の情熱と誠意、献身的なご協力によるものです。

心からお礼を申し上げます。 

最後に、この大会が野田市近隣との人間交流、情報交流の場となればと考え

ます。そのことが将来を担う子供たちの人間形成、人間育成の一助となれば我々

も幸いです。今大会がご参加頂いたチームの選手にとって夢を創造し皆様に楽

しんでいただけ、他にはない価値ある大会となれば我々実行委員の望外の喜び

であります。 

貴チームの益々のご発展とご活躍を祈念し挨拶とさせていただきます。 
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　 野田市スポーツ公園

ＡＡＡＡコート 担当 萬羽　勉　 090-4716-1508

ＡＡＡＡブロック エンデバーFC 松戸旭SC FC郷州 勝点 得点 失点 得失点 順位

1 エンデバーFC

2 松戸旭SC

3 FC郷州

ＢＢＢＢブロック ロッサJFC FC古河二 越谷FCJ 勝点 得点 失点 得失点 順位

4 ロッサJFC

5 FC古河二

6 越谷FCJ

7 ＡＢ　５位決定戦 ----
8 ＡＢ　３位決定戦 ----
9 ＡＢ　１位決定戦 ----

ＢＢＢＢコート 担当 角元　治雄 090-4536-1464

ＣＣＣＣブロック 清水台FC 柏SSS 道祖士SS 勝点 得点 失点 得失点 順位

1 清水台FC

2 柏SSS

3 道祖士SS

ＤＤＤＤブロック アルドールF・A FC三輪野江ﾋﾞｨｸﾄﾘｰｽﾞ 大久保東FC 勝点 得点 失点 得失点 順位

4 アルドールF・A

5 FC三輪野江ﾋﾞｨｸﾄﾘｰｽﾞ

6 大久保東FC

7 ＣＤ　５位決定戦 ----
8 ＣＤ　３位決定戦 ----
9 ＣＤ　１位決定戦 ----

ＣＣＣＣコート 担当 日高　克久 090-6530-5810

ＥＥＥＥブロック 梅郷SC 吉川武蔵野S 常盤平少年SC 勝点 得点 失点 得失点 順位

1 梅郷SC

2 吉川武蔵野S

3 常盤平少年SC

ＦＦＦＦブロック 八千代町SS 武里SC 藤崎SC 勝点 得点 失点 得失点 順位

4 八千代町SS

5 武里SC

6 藤崎SC

7 ＥＦ　５位決定戦 ----
8 ＥＦ　３位決定戦 ----
9 ＥＦ　１位決定戦 ----

ＤＤＤＤコート 担当 石川　清 090-3402-0366

ＧＧＧＧブロック 福田少年SC 草加西町FC 向台SSS 勝点 得点 失点 得失点 順位

1 福田少年SC

2 草加西町FC

3 向台SSS

ＨＨＨＨブロック フォルテ野田SC 高野山SSS FC蒲生東SS 勝点 得点 失点 得失点 順位

4 フォルテ野田SC

5 高野山SSS

6 FC蒲生東SS

7 ＧＨ　５位決定戦 ----
8 ＧＨ　３位決定戦 ----
9 ＧＨ　１位決定戦 ----

2014年　7月20日　予選リーグ2014年　7月20日　予選リーグ2014年　7月20日　予選リーグ2014年　7月20日　予選リーグ
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AコートAコートAコートAコート ゲーム　15分-5分-15分

試合試合試合試合 主審・予備審主審・予備審主審・予備審主審・予備審 副審副審副審副審

第1試合 9:009:009:009:00 ～～～～ 9:359:359:359:35 エンデバーFC VS 松戸旭SC ロッサJFC FC古河二

第2試合 9:409:409:409:40 ～～～～ 10:1510:1510:1510:15 ロッサJFC VS FC古河二 エンデバーFC 松戸旭SC

第3試合 10:2010:2010:2010:20 ～～～～ 10:5510:5510:5510:55 松戸旭SC VS FC郷州 FC古河二 越谷FCJ

第4試合 11:0011:0011:0011:00 ～～～～ 11:3511:3511:3511:35 FC古河二 VS 越谷FCJ 松戸旭SC FC郷州

第5試合 11:4011:4011:4011:40 ～～～～ 12:1512:1512:1512:15 エンデバーFC VS FC郷州 越谷FCJ ロッサJFC

第6試合 12:2012:2012:2012:20 ～～～～ 12:5512:5512:5512:55 ロッサJFC VS 越谷FCJ FC郷州 エンデバーFC

第7試合 13:1013:1013:1013:10 ～～～～ 13:4513:4513:4513:45 A1位 B1位

第8試合 13:5013:5013:5013:50 ～～～～ 14:2514:2514:2514:25 A3位 B3位

第9試合 14:3014:3014:3014:30 ～～～～ 15:0515:0515:0515:05 A2位 B2位

BコートBコートBコートBコート
試合試合試合試合 主審・予備審主審・予備審主審・予備審主審・予備審 副審副審副審副審

第1試合 9:009:009:009:00 ～～～～ 9:359:359:359:35 清水台FC VS 柏SSS アルドールF・A FC三輪野江ﾋﾞｨｸﾄﾘｰｽﾞ

第2試合 9:409:409:409:40 ～～～～ 10:1510:1510:1510:15 アルドールF・A VS FC三輪野江ﾋﾞｨｸﾄﾘｰｽﾞ 清水台FC 柏SSS

第3試合 10:2010:2010:2010:20 ～～～～ 10:5510:5510:5510:55 柏SSS VS 道祖士SS FC三輪野江ﾋﾞｨｸﾄﾘｰｽﾞ 大久保東FC

第4試合 11:0011:0011:0011:00 ～～～～ 11:3511:3511:3511:35 FC三輪野江ﾋﾞｨｸﾄﾘｰｽﾞ VS 大久保東FC 柏SSS 道祖士SS

第5試合 11:4011:4011:4011:40 ～～～～ 12:1512:1512:1512:15 清水台FC VS 道祖士SS 大久保東FC アルドールF・A

第6試合 12:2012:2012:2012:20 ～～～～ 12:5512:5512:5512:55 アルドールF・A VS 大久保東FC 道祖士SS 清水台FC

第7試合 13:1013:1013:1013:10 ～～～～ 13:4513:4513:4513:45 C1位 D1位

第8試合 13:5013:5013:5013:50 ～～～～ 14:2514:2514:2514:25 C3位 D3位

第9試合 14:3014:3014:3014:30 ～～～～ 15:0515:0515:0515:05 C2位 D2位

CコートCコートCコートCコート
試合試合試合試合 主審・予備審主審・予備審主審・予備審主審・予備審 副審副審副審副審

第1試合 9:009:009:009:00 ～～～～ 9:359:359:359:35 梅郷SC VS 吉川武蔵野S 八千代町SS 武里SC

第2試合 9:409:409:409:40 ～～～～ 10:1510:1510:1510:15 八千代町SS VS 武里SC 梅郷SC 吉川武蔵野S

第3試合 10:2010:2010:2010:20 ～～～～ 10:5510:5510:5510:55 吉川武蔵野S VS 常盤平少年SC 武里SC 藤崎SC

第4試合 11:0011:0011:0011:00 ～～～～ 11:3511:3511:3511:35 武里SC VS 藤崎SC 吉川武蔵野S 常盤平少年SC

第5試合 11:4011:4011:4011:40 ～～～～ 12:1512:1512:1512:15 梅郷SC VS 常盤平少年SC 藤崎SC 八千代町SS

第6試合 12:2012:2012:2012:20 ～～～～ 12:5512:5512:5512:55 八千代町SS VS 藤崎SC 常盤平少年SC 梅郷SC

第7試合 13:1013:1013:1013:10 ～～～～ 13:4513:4513:4513:45 E1位 F1位

第8試合 13:5013:5013:5013:50 ～～～～ 14:2514:2514:2514:25 E3位 F3位

第9試合 14:3014:3014:3014:30 ～～～～ 15:0515:0515:0515:05 E2位 F2位

DコートDコートDコートDコート
試合試合試合試合 主審・予備審主審・予備審主審・予備審主審・予備審 副審副審副審副審

第1試合 9:009:009:009:00 ～～～～ 9:359:359:359:35 福田少年SC VS 草加西町FC フォルテ野田SC 高野山SSS

第2試合 9:409:409:409:40 ～～～～ 10:1510:1510:1510:15 フォルテ野田SC VS 高野山SSS 福田少年SC 草加西町FC

第3試合 10:2010:2010:2010:20 ～～～～ 10:5510:5510:5510:55 草加西町FC VS 向台SSS 高野山SSS FC蒲生東SS

第4試合 11:0011:0011:0011:00 ～～～～ 11:3511:3511:3511:35 高野山SSS VS FC蒲生東SS 草加西町FC 向台SSS

第5試合 11:4011:4011:4011:40 ～～～～ 12:1512:1512:1512:15 福田少年SC VS 向台SSS FC蒲生東SS フォルテ野田SC

第6試合 12:2012:2012:2012:20 ～～～～ 12:5512:5512:5512:55 フォルテ野田SC VS FC蒲生東SS 向台SSS 福田少年SC

第7試合 13:1013:1013:1013:10 ～～～～ 13:4513:4513:4513:45 G1位 H1位

第8試合 13:5013:5013:5013:50 ～～～～ 14:2514:2514:2514:25 G3位 H3位

第9試合 14:3014:3014:3014:30 ～～～～ 15:0515:0515:0515:05 G2位 H2位

GH　5位決定戦

GH　3位決定戦

GH　1位決定戦

順位決定戦　15分順位決定戦　15分順位決定戦　15分順位決定戦　15分

順位決定戦　15分順位決定戦　15分順位決定戦　15分順位決定戦　15分

CD　5位決定戦

CD　3位決定戦

CD　1位決定戦

EF　5位決定戦

EF　3位決定戦

EF　1位決定戦

時間時間時間時間 対戦対戦対戦対戦

AB　5位決定戦

AB　3位決定戦

AB　1位決定戦

時間時間時間時間 対戦対戦対戦対戦

順位決定戦　15分順位決定戦　15分順位決定戦　15分順位決定戦　15分

順位決定戦　15分順位決定戦　15分順位決定戦　15分順位決定戦　15分

時間時間時間時間 対戦対戦対戦対戦

2014年　7月20日（1日目）　予選リーグ　日程表2014年　7月20日（1日目）　予選リーグ　日程表2014年　7月20日（1日目）　予選リーグ　日程表2014年　7月20日（1日目）　予選リーグ　日程表

時間時間時間時間 対戦対戦対戦対戦
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　（Ａコート・Ｂコート） 　（Ｃコート・Ｄコート）
１位トーナメント１位トーナメント１位トーナメント１位トーナメント ４位トーナメント４位トーナメント４位トーナメント４位トーナメント

B6 A6

A3 B3 C3 D3

AB1位 EF1位 CD1位 GH1位 AB4位 EF4位 CD4位 GH4位

C6 D6

２位トーナメント２位トーナメント２位トーナメント２位トーナメント ５位トーナメント５位トーナメント５位トーナメント５位トーナメント

A5 C5

A2 B2 C2 D2

AB2位 EF2位 CD2位 GH2位 AB5位 EF5位 CD5位 GH5位

B5 D5

３位トーナメント３位トーナメント３位トーナメント３位トーナメント ６位トーナメント６位トーナメント６位トーナメント６位トーナメント

A4 C4

A1 B1 C1 D1

AB3位 EF3位 CD3位 GH3位 AB6位 EF6位 CD6位 GH6位

B4 D4

　　　　　　７月２１日（祝）順位トーナメント　　　　　　７月２１日（祝）順位トーナメント　　　　　　７月２１日（祝）順位トーナメント　　　　　　７月２１日（祝）順位トーナメント

※PK戦があると、次戦のキックオフが遅れる場合があります。

１
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→→→→

←チーム駐車場←チーム駐車場←チーム駐車場←チーム駐車場

駐車禁止区域駐車禁止区域駐車禁止区域駐車禁止区域

大会本部大会本部大会本部大会本部

大会役員＆来賓駐車場大会役員＆来賓駐車場大会役員＆来賓駐車場大会役員＆来賓駐車場

駐車禁止区域駐車禁止区域駐車禁止区域駐車禁止区域

駐車禁止区域駐車禁止区域駐車禁止区域駐車禁止区域

土手土手土手土手

←進入路←進入路←進入路←進入路

※PK戦があると、次戦のキックオフが遅れる場合がります。

グランド状況により大会当日、コート位置が変更になる場合がありますグランド状況により大会当日、コート位置が変更になる場合がありますグランド状況により大会当日、コート位置が変更になる場合がありますグランド状況により大会当日、コート位置が変更になる場合があります

A B C D

　　　　　　７月２１日（祝）順位トーナメント　　　　　　７月２１日（祝）順位トーナメント　　　　　　７月２１日（祝）順位トーナメント　　　　　　７月２１日（祝）順位トーナメント

3位決定戦3位決定戦3位決定戦3位決定戦

第6試合 13：10～13：55 CD第3試合の勝ちチーム

CD6位 20-5-20

AB第3試合の負けチーム

GH4位 CD4位 20-5-20

第5試合 12：20～13：05 CD第2試合の勝ちチーム EF6位 AB6位 CD第2試合の負けチーム GH6位

第4試合 11：30～12：15 CD第1試合の勝ちチーム EF4位 AB4位 CD第1試合の負けチーム

20-5-20

第3試合 10：40～11：25 AB4位－EF4位 AB5位 EF5位 CD4位－GH4位 CD5位 GH5位 20-5-20

GH4位 20-5-20

CD6位 GH6位第2試合 9：50～10：35 AB5位－EF5位 AB6位 EF6位 CD5位－GH5位

主・予審 副審2名 ゲーム

第1試合 9：00～9：45 AB6位－EF6位 AB4位 EF4位 CD6位－GH6位 CD4位

時間 対戦 主・予審 副審2名 対戦

CコートCコートCコートCコート DコートDコートDコートDコート

EF2位 AB2位 CD2位 20-5-20GH2位
決勝戦決勝戦決勝戦決勝戦

閉会式　14：30～

AB第3試合の勝ちチーム

20-5-20

第5試合 12：20～13：05 AB第2試合の勝ちチーム EF3位 AB3位 AB第2試合の負けチーム GH3位 20-5-20

GH2位 20-5-20

第4試合 11：30～12：15 AB第1試合の勝ちチーム EF1位 AB1位 AB第1試合の負けチーム

第3試合 AB1位－EF1位 AB2位 EF2位

CD3位

CD2位－GH2位

GH1位 CD1位

CD3位 GH3位

CD1位－GH1位

AB3位－EF3位 CD3位－GH3位

対戦 ゲーム

20-5-20

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

主・予審時間 副審2名

第2試合 9：50～10：35 AB2位－EF2位 AB3位

9：00～9：45 EF1位

20-5-20

閉会式　14：30～

副審2名

AB1位

20-5-20

CD第3試合の負けチーム GH5位

第1試合

対戦 主・予審

GH1位

第6試合 13：10～13：55 EF5位 AB5位

CD2位

EF3位

10：40～11：25

CD5位

CD1位
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チーム名チーム名チーム名チーム名 代表者代表者代表者代表者 活動エリア活動エリア活動エリア活動エリア

1111 大久保東FC大久保東FC大久保東FC大久保東FC 石渡 真二石渡 真二石渡 真二石渡 真二 千葉県習志野市千葉県習志野市千葉県習志野市千葉県習志野市

2222 柏SSS柏SSS柏SSS柏SSS 武井 恒夫武井 恒夫武井 恒夫武井 恒夫 千葉県柏市千葉県柏市千葉県柏市千葉県柏市

3333 FC蒲生東SSFC蒲生東SSFC蒲生東SSFC蒲生東SS 中村 達興中村 達興中村 達興中村 達興 埼玉県越谷市埼玉県越谷市埼玉県越谷市埼玉県越谷市

4444 FC郷州FC郷州FC郷州FC郷州 山下 勝博山下 勝博山下 勝博山下 勝博 茨城県守谷市茨城県守谷市茨城県守谷市茨城県守谷市

5555 高野山SSS高野山SSS高野山SSS高野山SSS 五十嵐 聡五十嵐 聡五十嵐 聡五十嵐 聡 千葉県我孫子市千葉県我孫子市千葉県我孫子市千葉県我孫子市

6666 FC古河二FC古河二FC古河二FC古河二 木村 義則木村 義則木村 義則木村 義則 茨城県古河市茨城県古河市茨城県古河市茨城県古河市

7777 越谷FCJ越谷FCJ越谷FCJ越谷FCJ 溝口 雅也溝口 雅也溝口 雅也溝口 雅也 埼玉県越谷市埼玉県越谷市埼玉県越谷市埼玉県越谷市

8888 草加西町FC草加西町FC草加西町FC草加西町FC 舩渡 寛三舩渡 寛三舩渡 寛三舩渡 寛三 埼玉県草加市埼玉県草加市埼玉県草加市埼玉県草加市

9999 武里SC武里SC武里SC武里SC 小川 哲夫小川 哲夫小川 哲夫小川 哲夫 埼玉県春日部市埼玉県春日部市埼玉県春日部市埼玉県春日部市

10101010 道祖土SS道祖土SS道祖土SS道祖土SS 雫 雄介雫 雄介雫 雄介雫 雄介 埼玉県さいたま市埼玉県さいたま市埼玉県さいたま市埼玉県さいたま市

11111111 常盤平少年SC常盤平少年SC常盤平少年SC常盤平少年SC 榎本 則夫榎本 則夫榎本 則夫榎本 則夫 千葉県松戸市千葉県松戸市千葉県松戸市千葉県松戸市

12121212 藤崎SC藤崎SC藤崎SC藤崎SC 建部 忠建部 忠建部 忠建部 忠 千葉県稲毛区千葉県稲毛区千葉県稲毛区千葉県稲毛区

13131313 松戸旭SC松戸旭SC松戸旭SC松戸旭SC 北川 秀行 北川 秀行 北川 秀行 北川 秀行 千葉県松戸市千葉県松戸市千葉県松戸市千葉県松戸市

14141414 FC三輪野江ｳﾞｨｸﾄﾘｰｽﾞFC三輪野江ｳﾞｨｸﾄﾘｰｽﾞFC三輪野江ｳﾞｨｸﾄﾘｰｽﾞFC三輪野江ｳﾞｨｸﾄﾘｰｽﾞ 片岡 照義片岡 照義片岡 照義片岡 照義 埼玉県吉川市埼玉県吉川市埼玉県吉川市埼玉県吉川市

15151515 向台SSS向台SSS向台SSS向台SSS 岩元 拓也岩元 拓也岩元 拓也岩元 拓也 茨城県牛久市茨城県牛久市茨城県牛久市茨城県牛久市

16161616 八千代町SS八千代町SS八千代町SS八千代町SS 高塚 弘高塚 弘高塚 弘高塚 弘 茨城県結城郡八千代町茨城県結城郡八千代町茨城県結城郡八千代町茨城県結城郡八千代町

17171717 吉川武蔵野S吉川武蔵野S吉川武蔵野S吉川武蔵野S 嶋津 義信嶋津 義信嶋津 義信嶋津 義信 埼玉県吉川市埼玉県吉川市埼玉県吉川市埼玉県吉川市

18181818 アルドールF・AアルドールF・AアルドールF・AアルドールF・A 岩本 直巳岩本 直巳岩本 直巳岩本 直巳 千葉県野田市千葉県野田市千葉県野田市千葉県野田市

19191919 梅郷SC梅郷SC梅郷SC梅郷SC 日高 克久日高 克久日高 克久日高 克久 千葉県野田市千葉県野田市千葉県野田市千葉県野田市

20202020 エンデバーFCエンデバーFCエンデバーFCエンデバーFC 萬羽 勉萬羽 勉萬羽 勉萬羽 勉 千葉県野田市千葉県野田市千葉県野田市千葉県野田市

21212121 清水台FC清水台FC清水台FC清水台FC 角元 治雄角元 治雄角元 治雄角元 治雄 千葉県野田市千葉県野田市千葉県野田市千葉県野田市

22222222 フォルテ野田SCフォルテ野田SCフォルテ野田SCフォルテ野田SC 吉原 靖之吉原 靖之吉原 靖之吉原 靖之 千葉県野田市千葉県野田市千葉県野田市千葉県野田市

23232323 福田少年SC福田少年SC福田少年SC福田少年SC 宮崎 正巳宮崎 正巳宮崎 正巳宮崎 正巳 千葉県野田市千葉県野田市千葉県野田市千葉県野田市

24242424 ロッサJFCロッサJFCロッサJFCロッサJFC 小関 研小関 研小関 研小関 研 千葉県野田市千葉県野田市千葉県野田市千葉県野田市
※名前順

野田ライオンズカップ大会会場（駐車場）

土手及び道路脇はすべて駐車禁止となります。

奥に駐車場がありますので、大会役員の指示に従って下さい。

※1チーム５台厳守です。※1チーム５台厳守です。※1チーム５台厳守です。※1チーム５台厳守です。

招待チーム招待チーム招待チーム招待チーム

市内チーム市内チーム市内チーム市内チーム

第14回野田ライオンズカップ参加チーム第14回野田ライオンズカップ参加チーム第14回野田ライオンズカップ参加チーム第14回野田ライオンズカップ参加チーム
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ライオンズクラブ国際協会　333-C地区ライオンズクラブ国際協会　333-C地区ライオンズクラブ国際協会　333-C地区ライオンズクラブ国際協会　333-C地区

２リジョン・２ゾーン２リジョン・２ゾーン２リジョン・２ゾーン２リジョン・２ゾーン

〒278-0035〒278-0035〒278-0035〒278-0035

野田市中野台168-1野田市中野台168-1野田市中野台168-1野田市中野台168-1

野田市商工会館内野田市商工会館内野田市商工会館内野田市商工会館内

TEL　04-7125-7166TEL　04-7125-7166TEL　04-7125-7166TEL　04-7125-7166

われわれは知性を高め、友愛と相互理解の精神を養い、平和と自由を守り、われわれは知性を高め、友愛と相互理解の精神を養い、平和と自由を守り、われわれは知性を高め、友愛と相互理解の精神を養い、平和と自由を守り、われわれは知性を高め、友愛と相互理解の精神を養い、平和と自由を守り、

社会奉仕に精進する。社会奉仕に精進する。社会奉仕に精進する。社会奉仕に精進する。

◇青少年健全育成◇青少年健全育成◇青少年健全育成◇青少年健全育成

◇薬物乱用防止◇薬物乱用防止◇薬物乱用防止◇薬物乱用防止

◇献血◇献血◇献血◇献血

◇環境保護◇環境保護◇環境保護◇環境保護

◇視覚障害者福祉・視力保護◇視覚障害者福祉・視力保護◇視覚障害者福祉・視力保護◇視覚障害者福祉・視力保護

◇青少年国際交流◇青少年国際交流◇青少年国際交流◇青少年国際交流

★　野田ライオンズクラブの主な活動　★★　野田ライオンズクラブの主な活動　★★　野田ライオンズクラブの主な活動　★★　野田ライオンズクラブの主な活動　★

★　ライオンズクラブの誓い　★★　ライオンズクラブの誓い　★★　ライオンズクラブの誓い　★★　ライオンズクラブの誓い　★

「愛する地域で楽しく奉仕」「愛する地域で楽しく奉仕」「愛する地域で楽しく奉仕」「愛する地域で楽しく奉仕」

野田ライオンズクラブ野田ライオンズクラブ野田ライオンズクラブ野田ライオンズクラブ
Noda　Lions　ClubNoda　Lions　ClubNoda　Lions　ClubNoda　Lions　Club
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