
第２６回 コカ・コーラさわやか杯 

野田市小学校サッカー大会 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主催   野田市サッカー協会  

 

 

後援   野田市体育協会・野田市教育委員会  

 

協賛   コカ・コーライーストジャパン株式会社  

 

主管   野田市少年サッカー連盟  

 

期

期日    平成２６年  １１月  ９日 (日 ) 

予備日  平成２６年  １１月１５日（土） 

場所    野田市スポーツ公園 

野田市小中学校体育連盟  

野田市小中学校体育連盟小学校サッカー専門部  

 



個人技も活かしたゲームを期待  

 

野田市サッカー協会会長  大  木  葉  俊  泰  

 

 野田市における小学生最大のサッカー大会「第２６回コカ・コーラさわやか杯野田市

少年サッカー選手権大会」が、今年度から野田市少年サッカー協会・野田市小中学校体

育連盟主催で開催となります。そして、野田市体育協会・野田市教育委員会の後援をい

ただき、その上、コカ・コーライーストジャパン株式会社の協賛もただき、野田市内各

小学校の参加により盛大に開催されますことに大きな喜びを感じるしだいです。  

 今年のサッカー界は、ワールドカップアジア地区の予選を勝ち抜き、あこがれのブラ

ジル大会での活躍を期待しましたが、予選リーグ敗退となり世界への出直しの年となっ

てしまいました。でも、アジア大会が開催され、今後の日本チームを飛躍させる選手が

出現してきていますので、世界で戦えるチームとなってくれると思いますし、本日、試

合に出場した選手ももっと上達をの思いで、テレビ映像からのプレーに一喜一憂するだ

けでなく、自分のプレーに活かせる見方もしてくれるとありがたいです。  

 本日、この会場で開催される「コカ・コーラさわやか杯」では、選手の皆さんが、先

生や監督・コーチに指導を受けて身に付けた技術や戦術を生かし、チームとしての組織

プレーを主にしながら、個人技もいかんなく発揮し、悔いのない、心に残るサッカーゲ

ームをしてくれるものと信じています。そして、サッカー少年の『夢』を現実のものに

するために、直接、選手の指導にあたってこられた先生や監督・コーチの方々、休日の

貴重な時間、家庭のことや自分のことを気にしながらも、でも、サッカー少年の指導に

誠心誠意打ち込んでいただき誠にありがとうございます。それ以上に、保護者の方々に

は、練習や試合にかかさず応援にこられ熱き思いでサッカー少年の成長を見守っていた

だいていることに心強さを感じるしだいです。  

 最後になりますが、審判団の皆様、日頃の精進の姿をいかんなく発揮し、的確なジャ

ッジでゲームを進行いただくとともに、サッカー選手の更なる飛躍を願って大会運営に

あたられた関係者の皆様に真摯な取組みにたいしました深甚から感謝申し上げます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２６年度 

第２６回 コカコーラさわやか杯 

野田市小学校サッカー大会実施要項 

１．趣旨    市内小学校の親善と交流を深めるとともに、サッカーの技術の向上と普及・発  

展を図り、生涯スポーツの基礎を作る。 

 

２．主催    野田市サッカー協会・野田市小中学校体育連盟 

 

３．主管    野田市少年サッカー連盟・野田市小中学校体育連盟小学校サッカー専門部  

 

４．後援    野田市体育協会・野田市教育委員会 

 

５．協賛    コカ・コーライーストジャパン株式会社 

 

６．参加対象  小学生（３～６年生）児童 【女子も参加可】 

 

７．種目    サッカー 

 

８．期日    １１月９日（日）   予備日１１月１５日（土） 

 

９．会場    野田市スポーツ公園 多目的広場・芝生広場 

 

１０．表彰    優勝・準優勝 カップ（持ち回り）・盾・賞状・メダル（２０個） 

         ３位（２チーム）盾・賞状・メダル（２０個） 

         さわやか賞（２チーム） 賞状 

 

１１．大会役員  

  《大会会長》 大木葉俊泰 

《大会副会長》大和﨑 淳  清次 一平 

  《連盟会長》 稲谷 俊光 

  《連盟事務局長》日高 克久 

  《審判委員長》実方 洋一 

《審判団》  福田少年ＳＣ エンデバーＦＣ  梅郷ＳＣ  

清水台ＦＣ  フォルテ野田ＳＣ ＲＯＳＳＡ ＪＦＣ 

《大会顧問》 塚本  豊  山﨑 義二  早川  博  髙橋  宏  齋藤 てる 

  安田いく代  小林  進  桑原 辰夫  中山 武志  一色 輝男 

  靑栁  均  加藤 宏明  眉山 俊敬  小澤 弘夫  大関 健道 

  橋本 光利  長妻 美孝  三明 正嗣  増田 正実   

  《大会委員長》 清次 一平 

  《運営委員長》 山本 亮輔（関） 

  《運営委員》 新妻  健（中） 松浦洋一郎（宮） 林  健司（東） 小澤惣一郎（南） 

         藤本 隼平（北） 飯塚 亮一（福一）吉岡 健一（福二）原田 裕也（川） 

         安藤 政哉（清） 岡田 正大（柳） 中村 公哉（山） 小倉 広輝（岩） 

         齊藤 元宏（尾） 伊豆川修平（七） 加納 康平（二ッ）森谷 真治（み） 

       湯本 義之（木） 佐藤 広和（二川）横田 貴史（関中央） 

《救護委員》 小林そのみ（南) 



１２．競技役員  

＜大会委員長＞  清次一平（北） 

＜総務＞     山本亮輔（関） 藤本（北） 

＜表彰＞２ 

＜受付＞     山本亮輔（関） 藤本（北） 

＜招集＞８ 

＜記録・掲示＞２ 

＜計時＞２ 

＜誘導＞４ 

※役員は、７時１５分集合。 

 

１３．開・閉会式 開会式式次第 

        （１）優勝杯返還 （２）大会会長挨拶 （３）来賓挨拶 （４）審判長注意  

（５）選手宣誓 

         閉会式式次第 

        （１）成績発表  （２）表彰     （３）講評 

 

１４．大会運営費 ２，０００円 

        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 ******** 

※１０月２０日（月）までに振込をお願いします。 

 

１５．競技規則 （１） １１人制のサッカーとする。予選リーグ・決勝トーナメント。  

        （２） 予選リーグの試合時間は２０分とする。 

①勝点 ②得失点 ③総得点 ④対戦結果 ⑤ＰＫ 

（３） 決勝トーナメントの試合時間は３０分とする。（１５分－５分－１５分）  

             引き分けの場合はＰＫ戦を行う。 

        （４） エントリー、ベンチ入りは制限しない。全員出場可。  

交代は自由とし、再出場可。 

      （５） 選手監督及び指導者がベンチ入りできるのは３名までとする。  

（６） その他のルールは日本サッカー協会の規則に準ずる。  

 

１６．連絡事項  ・大会実施の可否については、雨天時のみ、大会会長、大会委員長及び運営委  

員長により決定する。 

（朝６：００に判断）し、「サッカー部担当者連絡網」で連絡します。  

連絡がうまく回らなかった場合は、関宿小学校・山本に問い合わせてくださ  

い。  ☎ ０９０－****-**** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１７．組み合わせ及び試合日程 

勝点３ 分け１ 負け０ 

 

 Ａブロック 川間 福二 関中央 南部 東部 勝点 得失 総点 順位 

１ 川間  ① ⑥ ⑨ ③     

２ 福二   ④ ⑦ ⑩     

３ 関中央    ② ⑧     

４ 南部     ⑤     

５ 東部          

 

 

 

 

《進行上のお願い》 

 ・試合開始５分前に選手集合場所へ集合してください。 

 ・第１試合以降、終了挨拶が終わったら直ちに入場し、コート一斉合図で試合を 

始める。(予選) 

 Ｂブロック 北部 宮崎 岩木 中央 七光台 勝点 得失 総点 順位 

６ 北部  ① ⑥ ⑨ ③     

７ 宮崎   ④ ⑦ ⑩     

８ 岩木    ② ⑧     

９ 中央     ⑤     

１０ 七光台          

 Ｃブロック みずき 山崎 尾崎 福一 関宿 勝点 得失 総点 順位 

１１ みずき  ① ⑥ ⑨ ③     

１２ 山崎   ④ ⑦ ⑩     

１３ 尾崎    ② ⑧     

１４ 福一     ⑤     

１５ 関宿          

 Ｄブロック 清水台 木間ヶ瀬 二川 柳沢 二ッ塚 勝点 得失 総点 順位 

１６ 清水台  ① ⑥ ⑨ ③     

１７ 木間ヶ瀬   ④ ⑦ ⑩     

１８ 二川    ② ⑧     

１９ 柳沢     ⑤     

２０ 二ッ塚          



始める。(予選) 

 

○決勝トーナメント表 
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           Ｂコート             Ｃコート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○試合日程表 

    Ａコート Ｂコート Ｃコート Ｄコート 試合時間 

  ８：３０     開会式     

1 ９：００～ １－２ ６－７ １１－１２ １６－１７ ２０分 

2 ９：２０～ ３－４ ８－９ １３－１４ １８－１９ ２０分 

3 ９：４０～ １－５ ６－１０ １１－１５ １６－２０ ２０分 

4 １０：００～ ２－３ ７－８ １２－１３ １７－１８ ２０分 

5 １０：２０～ ４－５ ９－１０ １４－１５ １９－２０ ２０分 

6 １０：４０～ １－３ ６－８ １１－１３ １６－１８ ２０分 

7 １１：００～ ２－４ ７－９ １２－１４ １７－１９ ２０分 

8 １１：２０～ ３－５ ８－１０ １３－１５ １８－２０ ２０分 

9 １１：４０～ １－４ ６－９ １１－１４ １６－１９ ２０分 

10 １２：００～ ２－５ ７－１０ １２－１５ １７－２０ ２０分 

              

11 １３：００～    準決勝  準決勝 １５-５-１５分 

12 １４：００～    決勝   １５-５-１５分 

  １５：００～    閉会式     
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 ○審判 

 

 Ａコート Ｂコート Ｃコート Ｄコート 

予選リーグ フォルテ野田ＳＣ  エンデバーＦＣ 
清水台ＦＣ 

ＲＯＳＳＡ  ＪＦＣ  

福田少年ＳＣ 

梅郷ＳＣ 

  ・予選リーグは試合時間２０分でアディショナルタイム無し  

  ・各コート主審は１０分を目安にコートチェンジを行う  

 

 Ｂコート Ｃコート 

準決勝 野田市サッカー協会 野田市サッカー協会 

決 勝 野田市サッカー協会  

  ・決勝トーナメントは１５分－５分－１５分で、同点の場合はＰＫ  

 

１８．会場配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）今大会は、スポーツ公園上流側を使用しますので、役員及び指導者の先生方は専用の駐車 

場をご活用ください。（台数は学校で２台までとします）  

（２）送迎は（５台）の車はサッカー大会駐車場へ駐車をお願いします。  

（３）道路、堤防下空スペースの駐停車はご遠慮ください。 

（荷物等の積み降ろしの場合でも駐車はご遠慮ください）  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  コカ・コーラさわやか杯 野田市少年サッカー大会の足跡 

回 年 月  日 優勝校 準優勝校 

1 昭和６３年１２月４日 清水台クラブ 岩木クラブ 

2 平成１年１２月１７日 岩木クラブ 中央小学校 

3 平成２年１１月１８日 岩木小学校 南部小学校 

4 平成３年１１月１８日 東部小学校 柳沢小学校 

5 平成４年１１月１５日 福田少年ＳＣ 柳沢小学校 

6 平成５年１１月１４日 野田少年ＳＣ 南部小学校 

7 平成６年１１月１４日 福田少年ＳＣ 川間小学校 

8 平成７年１１月１２日 山崎小学校 二ッ塚小学校 

9 平成８年１１月１０日 七光台小学校 尾崎小学校 

10 平成９年１１月９日 二ッ塚小学校 中央小学校 

11 平成１０年１１月８日 山崎小学校 東部小学校 

12 平成１１年１１月１４日 二ッ塚小学校 宮崎小学校 

13 平成１２年１１月１２日 中央小学校 七光台小学校 

14 平成１３年１１月１１日 東部小学校 七光台小学校 

15 平成１４年１１月１０日 二川小学校 中央小学校 

16 平成１５年１１月９日 二ッ塚小学校 七光台小学校 

17 平成１６年１１月２３日 岩木小学校 関宿中央小学校 

18 平成１７年１１月１３日 七光台小学校 山崎小学校 

19 
平成１９年 ２月１８日    
５年生大会に変更 

山崎小学校 中央小学校 

20 平成２０年 ２月１７日 岩木小学校 七光台小学校 

21 平成２１年 ２月１５日 南部小学校 山崎小学校 

22 
平成２２年 11 月１４日   ６年

生大会に変更 
関宿中央小学校 宮崎小学校 

23 平成２３年１１月１３日 南部小学校 関宿中央小学校 

24 平成２４年１１月１１日 二川小学校 山崎小学校 

25 平成２５年１１月１０日 岩木小学校 関宿中央小学校 




