
主旨 本会は少年サッカーを通じて近隣地域チームの、指導者、団員の相互の交流と親睦、
技術の向上をはかり、健全な児童育成の発展に努力する。

主催 ＳＩＣリーグ実行委員会

主管 武里ＳＣ・エンデバーＦＣ・FC郷州

会場 春日部市中野Ｇ、野田市立七光台小Ｇ、守谷市大利根Gを主会場とするが、他会場でも実施する。

参加資格 ①小学校４年生以下の選手で構成されたチーム。
②スポーツ傷害保険に加入済みの選手。
③保護者の承認を得ている選手。
④チームは公認審判員２名以上帯同している事。
⑤所定の手続きを終えたチームである事。

会費 年間・￥１３，０００とする。

競技規則 ①総当たりリーグ戦で勝ち点にて順位を決める。
②８人制サッカーのリーグ戦。
③リーグ戦の勝ち点は３点・引分け１点・負け０点
④リーグ途中棄権チームが出た場合､そのチームとの対戦を全て５－０の勝ちとする。消化済試合も含む
⑤勝ち点が同じ場合、得失点差、総得点、直接対戦成績の順で順位を決める。
⑥試合球は検定４号縫いボール（両チーム持ち寄り）。
⑦試合時間は３０分（１５分－５分－１５分）。　
⑧登録人数及び、選手交替は自由で、同じ試合への再出場も認める。
⑨選手のスパイクは固定式、すね当てを必ず着用する事。
⑩その他は、日本サッカー協会の競技規則に準ずる。

警告・退場 警告は通算２回で次の試合の出場を停止とする。
退場の場合は次の試合の出場を停止とする。
当日のみ有効で次回に繰り越さない。

表彰 優勝 トロフィー・メダル（最大２０個まで）
準優勝 トロフィー・メダル（最大２０個まで）
３位 トロフィー・メダル（最大２０個まで）
優秀選手賞 １６名・メダル（各チーム１名・チームより推薦）
参加賞 各チーム２０個

運営方法 ①日程は、６月～１１月で第１・３・５土曜日、月１～２回開催（予備日・土曜日、祝日）。
　全日程が終了しない場合、役員協議により１２月以降の開催もある。出来る限り終了させる方針。
②組合せは、提供された試合会場ごとに役員が協議して決める。（未対戦チーム優先）
③試合日の変更等は、開催前に出来るだけ早く各チームに連絡する。
④２０１９年１２月以降の試合は日程の早い組合せで､雨で中止を優先する。
　雨以外で消化できなかった試合を考慮する場合もある。
⑤１日の試合数（公式戦）は、１チーム最大３試合までとする。
⑥試合当日参加予定で試合時間に遅れたチームは不戦敗５－０で負け。連絡無し不参加も同じ。
⑦月１～２回開催で基本土曜日（日祝日もある）。
⑧試合当日は全チーム８時３０分迄に集合し、会場責任者の主導で打合を行う。（各チーム１名参加）
⑨雨天等による中止は、６時に決定し６時３０分迄に各チームに会場責任者から連絡する。

第２２回ＳＩＣリーグ　運営要項（２０１９年）
　           （シック）



審判 ①審判は、別紙試合組合せ表で行います、主審・副審は当日担当チームで話合って決める。

駐車場 ①学校の正門側の駐車場は使用出来ません。
（七光台小） ②駐車場以外には、絶対に駐車しない事。（近所の方から学校へクレームが入ります）

③車の台数は必要最小台数で、お願いします。
※学校の周りの駐車は厳禁です。学校側から守らないと使用させないと警告されています。

（中野グランド） ①ゴミは全て持ち帰る事（特に煙草の吸い殻は絶対に捨てていかない事）
②車の台数は必要最小台数で、お願いします。

（大利根ｸﾞﾗﾝﾄﾞ） ①ゴミは全て持ち帰る事（特に煙草の吸い殻は絶対に捨てていかない事）
②車の台数は特に制限はありません。
③その他は別紙参照のこと。

その他 ①怪我については、各チームの責任で対応して下さい。
②会場には絶対迷惑を掛けないように、設備を壊したり煙草の吸い殻・ゴミを捨てたりは絶対にしない事。
③問題が起きた時は速やかに､会場責任者に報告をして下さい。（その後事務局へ）
※事後の対応の悪さで会場が使用出来なくなりますので、注意して下さい。
④審判の判定には、絶対クレームをつけない事。（保護者の方にも徹底させる）

役員会 運営をスムーズにする為、次の役員を設ける。
委員長 １名
副委員長 １名
事務局/会計 １名

①役員会は、年間１回以上開催する。

役員の役割 ①試合の組合せと日程を協議して、参加各チームに報告する。
②雨天等による中止、延期試合日程を協議する。
③年間の予算を作る。
④試合結果を参加各チームに報告する。
⑤後援団体を探して助成をお願いする。

委員長 　　小川　哲夫 （武里ＳＣ） 電話：　０４８－７３７－９４５９
ＦＡＸ：  　　　　　　７３７－９４５９
携帯：０９０－４５３０－６８１３

副委員長　　稲谷　俊光 （エンデバーＦＣ） 電話：　０４－７１２０－８５３７
ＦＡＸ：  　　　　　７１２０－８５３８

事務局 山下　勝博 （ＦＣ郷州） 携帯：０９０－４９５９－４８３５
会計

会場責任者 野田市立七光台小Ｇ 田村　大志 電話：０４－７１０３－９０４９
（エンデバーＦＣ） 携帯：０９０－５２２１－９５９７

春日部中野グランド 小川　哲夫 電話：０４８－７３７－９４５９
（武里ＳＣ） 携帯：０９０－４５３０－６８１３

守谷大利根グランド 山下　勝博 携帯：０９０－４９５９－４８３５
（ＦＣ郷州）



第１回(1998/4～1999/2)
優勝 ペガサス・ジュニア・フットボール・クラブ １４勝（１ＰＫ勝）１負 得点６１・失点７
準優勝 フッチ・サッカー・クラブ １３勝（３ＰＫ勝）２負（２ＰＫ負） 得点５４・失点１０
３位 まつひだい・サッカー・クラブ １２勝３負（２ＰＫ負） 得点５３・失点１４

第２回(1999/4～2000/2)
優勝 フッチ・サッカー・クラブ １４勝（１ＰＫ勝）１負 得点７４・失点４
準優勝 新松戸・サッカー・クラブ １４勝（１ＰＫ勝）１負 得点４５・失点５
３位 白岡菁莪キッカーズ １３勝２負（１ＰＫ負） 得点５０・失点３

第３回(2000/4～2001/2)
優勝 ペガサス・ジュニア・フットボール・クラブ １５勝（１ＰＫ勝） 得点６３・失点３
準優勝 ばらき・サッカー・クラブ １４勝（１ＰＫ勝）１負 得点８４・失点７
３位 フッチ・サッカー・クラブ １３勝（１ＰＫ勝）２負 得点５８・失点９

第４回(2001/4～2002/1)
優勝 フッチ・サッカー・クラブ １４勝１引 得点７７・失点０
準優勝 春日部幸松・サッカー少年団 １４勝１引 得点６８・失点４
３位 エンデバー・フットボール・クラブ １１勝１引３負 得点５３・失点８

第５回(2002/4～2003)
優勝 ばらき・サッカー・クラブ １７勝１引１負 勝点５２ 得点７６・失点５
準優勝 フッチ・サッカー・クラブ １７勝１引１負 勝点５２ 得点７７・失点７
３位 まつひだい・サッカー・クラブ １２勝４引３負 勝点４０ 得点５１・失点１７
４位 エンデバー・フットボール・クラブ １３勝１引５負 勝点４０ 得点４６・失点１４

第６回(2003/4～2004)
優勝 フッチ・サッカー・クラブ １６勝２引１負 勝点５０ 得点９１・失点６
準優勝 ばらき・サッカー・クラブ １５勝３引１負 勝点４８ 得点７０・失点６
３位 エンデバー・フットボール・クラブ １４勝２引３負 勝点４４ 得点６２・失点１５

第７回(2004/4～2005/3)
優勝 ばらき・サッカー・クラブ １６勝２引１負 勝点５０ 得点６７・失点８
準優勝 フッチ・サッカー・クラブ １４勝５引０負 勝点４７ 得点６２・失点９
３位 ペガサス・ジュニア・フットボール・クラブ １３勝５引１負 勝点４４ 得点６１・失点１１

第８回(2005/4～2006/3)
優勝 ばらき・サッカー・クラブ １５勝２引２負 勝点４７ 得点７４・失点１０
準優勝 春日部幸松・サッカー少年団 １４勝４引１負 勝点４６ 得点５５・失点９
３位 フッチ・サッカー・クラブ １３勝５引１負 勝点４４ 得点４１・失点６

第９回(2006/4～2007/3)
優勝 フッチ・サッカー・クラブ １５勝４引０負 勝点４９ 得点７７・失点４
準優勝 ばらき・サッカー・クラブ １６勝１引２負 勝点４９ 得点７１・失点４
３位 エンデバー・フットボール・クラブ １５勝２引２負 勝点４７ 得点７３・失点６

第１０回(2007/4～2008/3)
優勝 ばらき・サッカー・クラブ １８勝１引０負 勝点５５ 得点８３・失点２
準優勝 フッチ・サッカー・クラブ １７勝２引０負 勝点５３ 得点１０５・失点２
３位 エンデバー・フットボール・クラブ １６勝１引２負 勝点４９ 得点６７・失点１３

第１１回(2008/4～2009/3)
優勝 ばらき・サッカー・クラブ １７勝２引０負 勝点５３ 得点８６・失点１
準優勝 フットボール・クラブ・ダム １７勝１引１負 勝点５２ 得点５６・失点５
３位 フッチ・サッカー・クラブ １５勝２引２負 勝点４７ 得点６９・失点１４

第１２回(2009/4～2010/3)
優勝 フッチ・サッカー・クラブ １６勝２引１負 勝点５０ 得点１０６・失点６
準優勝 春日部幸松・サッカー少年団 １６勝１引２負 勝点４９ 得点６０・失点３
３位 ペガサス・ジュニア・フットボール・クラブ １５勝３引１負 勝点４８ 得点７９・失点２０

第１３回(2010/4～2011/3)
優勝 ばらき・サッカー・クラブ １８勝０引１負 勝点５４ 得点８２・失点４
準優勝 草加JrFCプライマリー １６勝２引１負 勝点５０ 得点７８・失点６
３位 高野山サッカー・スポーツ少年団 １５勝１引３負 勝点４６ 得点５９・失点１０



第１４回(2011/4～2012/3)
優勝 ばらき・サッカー・クラブ １８勝１引０負 勝点５５ 得点８２・失点３
準優勝 春日部幸松・サッカー少年団 １７勝２引０負 勝点５３ 得点７６・失点１
３位 エンデバー・フットボール・クラブ １６勝１引２負 勝点４９ 得点６５・失点７

第１５回(2012/4～2013/3)
優勝 ばらき・サッカー・クラブ １８勝１引０負 勝点５５ 得点７５・失点３
準優勝 梅郷・サッカー・クラブ １５勝２引２負 勝点４７ 得点７７・失点１３
３位 ペガサス・ジュニア・フットボール・クラブ １４勝５引０負 勝点４７ 得点５７・失点３

第１６回(2013/5～2014/3)
優勝 フッチ・サッカー・クラブ １５勝１引３負 勝点４６ 得点７１・失点９
準優勝 ばらき・サッカー・クラブ １３勝４引２負 勝点４３ 得点４３・失点５
３位 まつひだい・サッカー・クラブ １３勝３引３負 勝点４２ 得点６８・失点２４

第１７回(2014/5～2015/3)
優勝 ばらき・サッカー・クラブ １２勝５引２負 勝点４１ 得点４９・失点６
準優勝 まつひだい・サッカー・クラブ １３勝１引５負 勝点４０ 得点６３・失点１８
３位 草加JrFCプライマリー １１勝７引１負 勝点４０ 得点４８・失点１０

第１８回(2015/5～2016/3)
優勝 越谷ＰＣキッカーズ・スポーツ少年団 １７勝０引１負 勝点５１ 得点６９・失点６ 未消化１試合あり
準優勝 ばらき・サッカー・クラブ １６勝２引１負 勝点５０ 得点８９・失点６
３位 春日部幸松ＪＦＣ １５勝２引２負 勝点４７ 得点５６・失点７

第１９回(2016/6～2017/3) ※１９チームによるリーグ戦
優勝 エスペランサ総和フットボール・クラブ １８勝０引０負 勝点５４ 得点１５３・失点３
準優勝 ばらき・サッカー・クラブ １５勝０引３負 勝点４５ 得点６９・失点１３
３位 まつひだい・サッカー・クラブ １２勝２引４負 勝点３８ 得点７７・失点２９

第２０回(2017/6～2018/3)
優勝 ペガサス・ジュニア・フットボール・クラブ １６勝１引２負 勝点４９ 得点８１・失点９
準優勝 ばらき・サッカー・クラブ １６勝０引１負 勝点４８ 得点８１・失点９ 未消化１試合あり
３位 エスペランサ総和フットボール・クラブ １３勝０引０負 勝点３９ 得点７１・失点４ 未消化６試合あり

第２１回(2018/6～2019/3)
優勝 ＦＣフレッズ １７勝１引 勝点５２ 得点９１・失点２０ 未消化１試合あり
準優勝 フォルテ野田 １６勝１負 勝点４８ 得点８９・失点１１ 未消化２試合あり
３位 利根キッカーズ １４勝２引３負 勝点４４ 得点５３・失点１４



Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： mr2sw20gts@gmail.com cr-x.delsol.84-25@ezweb.ne.jp

担当者 田村　大志 住所 04-7103-9049 090-5221-9597

Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： hiro56911@yahoo.co.jp hiro-c1203@ezweb.ne.jp

担当者 廣田　大輔 住所 047-387-1376 090-4811-3783

Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： k_kamioki_11@yahoo.co.jp south-point25north-dec-kauai96@docomo.ne.jp

担当者 渡辺　克彦 住所 090-4532-0549

Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： hide46496256@gmail.com

担当者 猪口　英幸 住所 04-7126-2670 090-7235-4054

Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： info@soka.Sc gorioka318@softbank.ne.jp

担当者 岡島　敦 住所 048-940-0401 080-3492-8342

Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： hmakishi@u01.gate01.com h09088935549@docomo.ne.jp

担当者 巻島　宏明 住所 048-755-2584 090-8893-5549

Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： 2016@shinmatsudosc.com p-natsu801217@arrow.ocn.ne.jp

担当者 羽島　崇 住所 047-703-7898 080-1000-9818

Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： kazu.tan.smdfc@gmail.com kazu.tan.10@docomo.ne.jp

担当者 丹正　一博 住所 090-2545-7204

Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： manager@fortenoda.jp terada022268@docomo.ne.jp

担当者 寺田　政司 住所 04-7121-1298 090-8946-2741

Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： miraiokaero.fc.f@gmail.com miraiokaero.fc.f@softbank.ne.jp

担当者 伊藤　浩富志 住所 048-754-7423 090-8947-0788

Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： miyazaki.3466@gmail.com

担当者 宮崎　賢一 住所 048-733-9186 080-1003-3747

Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： ksrr1979121914@gmail.com yoshiaking.310@gmail.com

担当者 佐藤　由晃 住所 070-3356-2601

Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： takashi@mail.wics.ne.jp taka-kobayashi@docomo.ne.jp

担当者 小林　尚史 住所 04-7106-5506 090-2417-2704

Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： kazuhikomuto@cb3.so-net.ne.jp kazuhiko-mutou@ezweb.ne.jp

担当者 武藤　和彦 住所 0297-37-6045 090-1865-0626 mailto:k-ngtk-jedi@i.softbank.jp

Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： esp-yh.0814@leaf.ocn.ne.jp bon.aoki.86012@ezweb.ne.jp

担当者 本沢　幸雄 住所 0282-62-3243 090-1464-2401

Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： reisefc08@gmail.com

担当者 阿久津　将裕 住所 029-874-4354 090-1503-1634茨城県牛久市ひたち野西１－１７－３

エスペランサ総和FC

千葉県我孫子市天王台4-6-10

千葉県野田市光葉町２－３０－３

千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ山2-6-14-109

まつひだいサッカークラブ

春日部幸松ｼﾞｭﾆｱﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ

清水台フットボールクラブ
千葉県流山市西松ヶ丘１－２１－１ドエル丘１０５号

新松戸サッカークラブ

上沖サッカークラブ
埼玉県春日部市一ノ割４－１３－２１

【P】

梅郷サッカークラブ

草加JrFCプライマリー

ペガサスＪＦＣ

ＦＣフレッズ

ひたち野ライズＦＣ

【Ｇ】

【 Ｉ】

【Ｆ】

【K】

【Ｄ】

【Ｅ】

千葉県野田市目吹１１４０

埼玉県春日部市上蛭田１４－３－６０５

埼玉県春日部市大枝８６　武里団地９－１３－５０９

千葉県松戸市新松戸南３－１８３－２９

埼玉県春日部市樋堀299-1-408

武里サッカークラブ

フォルテ野田サッカークラブ

【Ａ】

高野山サッカースポーツ少年団

【N】

エンデバー・フットボール・クラブ

千葉県柏市みどり台４－９－２５

【Ｂ】

【Ｃ】

【Ｈ】

【J】

【M】

FC郷州
茨城県守谷市けやき台１－１０－６

【L】

［2019年度参加全１６チーム］

【O】
栃木県栃木市藤岡町藤岡１３３４

埼玉県草加市金明町487-5

千葉県野田市みずき１－７－３

mailto:mr2sw20gts@gmail.com
mailto:cr-x.delsol.84-25@ezweb.ne.jp
mailto:hiro56911@yahoo.co.jp
mailto:hiro-c1203@ezweb.ne.jp
mailto:k_kamioki_11@yahoo.co.jp
mailto:south-point25north-dec-kauai96@docomo.ne.jp
mailto:hide46496256@gmail.com
mailto:info@soka.Sc
mailto:gorioka318@softbank.ne.jp
mailto:hmakishi@u01.gate01.com
mailto:h09088935549@docomo.ne.jp
mailto:2016@shinmatsudosc.com
mailto:p-natsu801217@arrow.ocn.ne.jp
mailto:kazu.tan.smdfc@gmail.com
mailto:kazu.tan.10@docomo.ne.jp
mailto:manager@fortenoda.jp
mailto:terada022268@docomo.ne.jp
mailto:miraiokaero.fc.f@gmail.com
mailto:miraiokaero.fc.f@softbank.ne.jp
mailto:miyazaki.3466@gmail.com
mailto:ksrr1979121914@gmail.com
mailto:yoshiaking.310@gmail.com
mailto:takashi@mail.wics.ne.jp
mailto:taka-kobayashi@docomo.ne.jp
mailto:kazuhikomuto@cb3.so-net.ne.jp
mailto:kazuhiko-mutou@ezweb.ne.jp
mailto:esp-yh.0814@leaf.ocn.ne.jp
mailto:bon.aoki.86012@ezweb.ne.jp
mailto:reisefc08@gmail.com

