


令和元年　第30回

野田市近隣スポーツ少年団　サッカー招待交流大会　開催要項

１．趣旨　　サッカーを通じて、近隣市町との交流を図り、団員及び育成指導者相互の友情の

　　　　　　　輪を広げることを目的とする。

２．主催　　野田市スポーツ少年団、野田市サッカー協会

３．後援　　野田市教育委員会、野田市体育協会

４．日時　　令和元年６月16日（日）　　予備日　7月15日（月・祝）　　　

受付　　午前８時から受付けを始めます。

開会式　　午前８時３０分

試合開始　　午前９時００分　

５．会場　　野田市立尾崎小学校

６．参加費　　１チーム　５，０００円

７．参加資格　①　６年生以下で構成されたスポーツ少年団登録チームで、

　　　　　　　　　　　スポーツ障害保険に加入していること。

８．競技方法　①8人制サッカー、選手の登録は１６名以内とし、交代は自由とする。

　　　　　　　　　②試合球は、JFA認定４号ボール（両チーム持ちより）とする。

　　　　　　　　　③参加１２チームを四ブロック（A、B、C、D）に分け予選リーグ戦を行う。

　　　　　　　　　④予選リーグ戦終了後、別紙のように、A,Bブロック予選順位同士の試合を行う。

　　　　　　　　　　　C,Dブロックも同様に予選順位同士の試合を行う。

　　　　　　　　　⑤次に、A,Bブロック１位、C,Dブロック1位同士の決勝戦を行う。

　　　　　　　　　 　また、この一位同士の試合にて負けたチーム同士による3位決定戦も行う。

　　　　　　　　　⑥試合時間は、前半15分、ハーフタイム5分、後半15分とする。

　　　　　　　　　　　決勝戦のみ、前半20分、ハーフタイム5分、後半20分とする。

　　　　　　　　　⑦予選リーグ戦で、　試合時間内に勝敗がつかないときには、両者引分け。

　　　　　　　　　　　試合は勝ち点制により勝ち点の多いチームを上位とする。

　　　　　　　　　　　勝ち　３　　　引分け　１　　負け　　０

　　　　　　　　　　　また勝ち点が同じ場合は、得失点差->総得点->対戦勝利の順に順位を

　　　　　　　　　　　決め、それでも決しない場合には、PK戦によって決定する。

　　　　　　　　　⑧予選リーグ戦、終了後のブロック予選一位同士の試合で同点の場合はPK戦を行う。

　　　　　　　　　⑨審判は対戦表で示すとおり各チームで順次行うこと。

　　　　　　　　　　　　（各ﾁｰﾑ２名の帯同審判員をお願いします。）.

　　　　　　　　　⑩上記規則以外は、日本サッカー協会の競技規則に準ずる。

９．表彰　　　　①　1位　優勝カップ（持ち回り）、トロフィ、メダル、賞状、　２位　盾、賞状、

　　　　　　　　 　　　３位　盾、賞状　４位　盾、賞状　を授与する。

　　　　　　　　　② 各チームで、それぞれ優秀選手1名を選んでいただき、優秀選手賞（メダル）

　　　　　　　　　　　を授与する。
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１０．その他　①試合開始には遅れないようにし、準備運動は十分に行うこと。

　　　　　　　　②ケガ、健康管理には十分に注意すること。

　　　　　　　　③大会中の事故等の責任は、各チームに一任し、主催者が負うものではない

　　　　　　　　　こととする。

１1．問合わせ　　清水台FC　代表　　角元　治雄

　　　　　　　輪を広げることを目的とする。TEL・FAX　04-7124-2364　携帯　090-4536-1464

＊延期の場合は、午前6時半ごろ各代表にご連絡いたします。

１2．その他

各チーム、　ごみの持ち帰り、忘れ物の無いようにご協力ください。

　 学校内、全面禁煙が実施されています。各チーム関係者に周知お願います。

駐車場については、当日、案内係の指示に従ってください。

（乗り合わせにより1チーム台数を5台以内にしていただけます様、お願いいたします。）
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第30回　大会参加チーム一覧

NO. チーム名 所在地 代表者名 連絡先

1 ラビットキッカーズ 松戸市 天野　哲也 090-7039-0529

スポーツ少年団

2 矢切サッカー 松戸市 小室　英郎 090-7260-3989

スポーツ少年団

3 松葉サッカー 柏市 中山　隆夫 04-7131-0728

スポーツ少年団

4 柏サッカー 柏市 武井　恒夫 04-7147-8637

スポーツ少年団

5 三小キッカーズ 我孫子市 近藤　吉光 04-7184-4739

スポーツ少年団

6 高野山サッカー 我孫子市 五十嵐　聡 090-8005-3042

スポーツ少年団

7 松伏FC 松伏町 林　　善一 048-962-1981

スポーツ少年団

8 大相模ＳＣ 越谷市 金井　秀樹 090-2548-1644

スポーツ少年団

9 越谷サンシンサッカー 越谷市 長妻　祐次 090-3577-5576

スポーツ少年団

10 エンデバーＦＣ 野田市 稲谷　俊光 04-7120-8537

スポーツ少年団

11 フォルテ野田SC 野田市 植竹　忠雄 04-7138-1721

スポーツ少年団

12 清水台FC 野田市 角元　治雄 04-7124-2364

スポーツ少年団
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組合せ 　　　令和元年　第30回

　　　野田市近隣スポーツ少年団　サッカー招待交流大会　

（Aブロック） 会場：Aコート

ﾗﾋﾞｯﾄｷｯｶｰｽﾞ 松葉SC 勝点 得点 失点 得失点

ﾗﾋﾞｯﾄｷｯｶｰｽﾞ

松葉SC

エンデバーＦＣ

（Bブロック） 会場：Aコート

矢切ｻｯｶｰ 三小ｷｯｶｰズ 勝点 得点 失点 得失点

矢切ｻｯｶｰ

三小ｷｯｶｰズ

越谷サンシンサッカー

（Cブロック） 会場：Bコート

大相模ＳＳＳ 高野山SSS 勝点 得点 失点 得失点

大相模ＳＳＳ

高野山SSS

ﾌｫﾙﾃ野田ＳＣ

（Dブロック） 会場：Bコート

松伏ＦＣ 柏サッカー 勝点 得点 失点 得失点

松伏ＦＣ

柏サッカー

清水台ＦＣ

        

　　　　　　　　優勝：                 　2位：              　　3位：                 　4位：       

越谷サンシンサッカー

ﾌｫﾙﾃ野田ＳＣ

　3　4位決定戦　AB1位負けﾁｰﾑ（                ）　　　VS　　CD1位負けﾁｰﾑ(　                　)

                  

エンデバーＦＣ

清水台ＦＣ

　　C3位（　                 ）　  　 VS      D3位（                   ）

順位

順位

順位

　　A1位（　                ）　　　VS　  　B1位（                  　）

　　A2位（                   ）　 VS　 　　B2位（               　）

　　A3位（                　）  　VS　    　B3位（                  ）

　　C2位（　                 ）    　VS　     D2位（ 　                ）

　　C1位（                   ）　 　　VS　  　D1位（　               　）

順位

　　　決勝戦　　AB1位勝ちﾁｰﾑ（                 　）      VS 　    CD1位勝ちﾁｰﾑ(                  　)
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（Aｺｰﾄ） （Aｺｰﾄ） （Bｺｰﾄ） （Ｂｺｰﾄ）

（試合順序）

① ９：００  ～  ９：３５

② ９：４０  ～１０：１５

③ １０：２０～１０：５５

④ １１：００～１１：３５

⑤ １１：４０～１２：１５

⑥ １２：２０～１２：５５

⑦順位

⑧順位

⑨順位

決勝

① ９：００  ～  ９：３５

② ９：４０  ～１０：１５

③ １０：２０～１０：５５

④ １１：００～１１：３５

⑤ １１：４０～１２：１５

⑥ １２：２０～１２：５５

⑦順位
   

⑧順位

⑨順位

3位決定

表彰式
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　　C2位　　：　D2位

　　（本部） ： （本部）

　　C1位　：　D1位

　　A2位　：　B2位

　　（本部） ： （本部）

　　A1位　：　B1位

　　（本部） ： （本部）

　柏SSS　：　　清水台FC

　大相模SSS　：　高野山SSS

 A3位(　　　　　　）　　ｖｓ 　  B3位（　　　　　　　　　）　

 A1位（　　　　　　）　　ｖｓ　　B1位（　　　　　　　　　）　

  AB１位勝ち（　　　　　　　）　ｖｓ　 CD1位勝ち（　　　　　　　　）

　高野山SSS　：　　ﾌｫﾙﾃ野田ＳＣ

審判

　　（本部） ： （本部）

　 A2位（　　　　　　　）　　ｖｓ　　B2位（　　　　　　　　）　

　 松伏FC  　  　ｖｓ 　　柏SSS

    大相模SSS 　　ｖｓ　　フォルテ野田ＳＣ

　  松伏FC　 　ｖｓ  　　清水台FC

１６：３０～１6：45

１３：30～１4：0５

１４：5０～１５：２５

 　高野山SSS　　VS 　  フォルテ野田ＳＣ

 柏SSS　　　ｖｓ　　　　清水台FC

 C2位（　　　　　　　）　ｖｓ　　　D2位（　　　　　　　　　）　

１4：1０～１４：4５  C1位（　　　　　　　)　　ｖｓ　　D1位（　　　　　　　　　）　

１５：３０～１５：０５ AB１位負け（　　　　　　　)　　ｖｓ 　 CD1位負け（　　　　　　　)

Bコート 時間

 C3位（　　　　　　　）　　ｖｓ　　D3位（　　　　　　　　）　

 　大相模SSS　　ｖｓ　　 高野山SSS

対戦

Aコート 時間

１３：3０～１４：0５

１４：1０～１４：4５

１４：５０～１5：25

１５：30～１6：15

Ｃブロック

大相模SSS

高野山SSS

フォルテ野田ＳＣ

審判

矢切SC

三小キッカーズ

越谷ｻﾝｼﾝｻｯｶｰ

松伏FC

柏サッカー

三小キッカーズ　　 vs 　　　越谷ｻﾝｼﾝｻｯｶｰ

対戦

ＤブロックＡブロック

ラビットキッカーズ

松葉SC

　三小キッカーズ　：　越谷ｻﾝｼﾝｻｯｶｰ

　ﾗﾋﾞｯﾄｷｯｶｰズ　：　松葉SC

Ｂブロック

ラビットキッカーズ 　　VS 　 　松葉SC

矢切SC　　　VS 　　越谷ｻﾝｼﾝｻｯｶｰ

エンデバーＦＣ

 ラビットキッカーズ　　VS 　 エンデバーFC

清水台FC

  　松葉SC 　　　vs　　　 エンデバーFC

 矢切SC　　  VS 　　三小キッカーズ

　松伏FC　　：　　柏SSS

　フォルテ野田ＳＣ　：　大相模ＳＳＳ

　清水台FC　　：　松伏FC

　矢切SC　：　　三小キッカーズ

　ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰＦＣ　：　ﾗﾋﾞｯﾄｷｯｶｰｽﾞ

　越谷ｻﾝｼﾝｻｯｶｰ　：　矢切SC

　松葉SC　　：　　ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰＦＣ





回 　　年度 　　和暦

1 1990年度 平成2年度

2 1991年度 平成3年度

3 1992年度 平成4年度

4 1993年度 平成5年度

5 1994年度 平成6年度

6 1995年度 平成7年度

7 1996年度 平成8年度

8 1997年度 平成9年度

9 1998年度 平成10年度

10 1999年度 平成11年度

11 2000年度 平成12年度

12 2001年度 平成13年度

13 2002年度 平成14年度

14 2003年度 平成15年度

15 2004年度 平成16年度

16 2005年度 平成17年度

17 2006年度 平成18年度

18 2007年度 平成19年度

19 2008年度 平成20年度

20 2009年度 平成21年度

21 2010年度 平成22年度

22 2011年度 平成23年度

23 2012年度 平成24年度

24 2013年度 平成25年度

25 2014年度 平成26年度

26 2015年度 平成27年度

27 2016年度 平成28年度

28 2017年度 平成29年度

29 2018年度 平成30年度
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　梅郷　サッカー

　福田少年サッカークラブ

　春日部栄町キッカーズ

　柏　サッカー

　エンデバーＦＣ

　清水台FC

　庄和ファイターズサッカー

　越谷サンシンサッカー

　清水台ＦＣ

　フォルテ野田ＳＣ

　柏イーグルス

　百間サッカー

　ＦＣ野田

　ＦＣ野田

　藤崎ＳＣ

　エンデバーＦＣ

　エンデバーＦＣ

　イレブンジュニアＦＣ

　日立　ＦＣ.柏レイソルユース

　ＦＣ野田

　ＦＣ野田

　柏イーグルス

　柏レイソルジュニア

　ＦＣ野田

　越谷サンシンサッカー

　エンデバーＦＣ

第30回(令和元年度）野田市近隣スポーツ少年団サッカー招待交流大会

（　歴代優勝チーム　）

　　　　優勝チーム

　ＦＣ野田　Ａ

　ＦＣ野田　

　日立サッカースクール柏　



NO. チーム名 優秀選手名

1 ラビットキッカーズ

2 矢切サッカー

3 松葉サッカー

4 柏サッカー

5 三小キッカーズ

6 高野山サッカー

7 松伏FC

8 大相模SC

9 越谷サンシンサッカー

10 エンデバーＦＣ

11 フォルテ野田SC

12 清水台FC

優秀選手一覧

（令和元年6月16日　野田市立尾崎小学校）

第30回野田市近隣スポーツ少年団　サッカー招待交流大会　


