
開催日：平成３０年１月２０日（土）〈小雨決行〉

会　場：富士宮市「外神スポーツ広場」　…Ｕ－１１（５年生）大会

会　場：富士宮市「山宮ふじざくら球技場」　…Ｕ－９（３年生）大会

主　催：富士宮サッカー協会少年委員会

主　管：富士根南サッカースポーツ少年団育成会

後　援：富士宮サッカー協会　岳南朝日新聞社　岳陽新聞社

第３７回大会
　富士根南招待サッカー大会

富士根南杯争奪戦

富士根南サッカースポーツ少年団



★参加チームの皆様へ

　この度は、富士根南招待サッカー大会にご参加いただきありがとうございます。

　皆様の支えにより第３７回大会が開催できますことを心より感謝申し上げます。

　今大会が皆様にとってよい思い出となりますよう、尽力していきたいと思います。

　どうぞ宜しくお願い致します。

★協賛者の皆様へ

　サッカーを通じた青少年健全育成にご理解いただき、多大なご支援を賜りまして、

本年も富士根南招待サッカー大会を迎えることができました。ありがとうございました。

　今後とも子供たちへのご支援ご協力お願い致します。

　皆様の益々のご繁栄とご健勝を心よりお祈り申し上げます。

富士根南サッカースポーツ少年団　育成会一同

第３７回大会　富士根南招待サッカー大会　のご挨拶



大　　　会　　　役　　　員

名誉会長 大久保　京次 　（富士宮サッカー協会少年委員会会長）

顧問 遠藤　恭輔 　（富士宮市立富士根南小学校校長）

相       談       役 山本　誠次郎 　（第３６回大会　大会委員長）

大    会    会   長 鳥居南　大介 　（富士根南サッカースポーツ少年団育成会会長）

大  会  副  会  長 山本　誠次郎 　（富士宮サッカー協会少年委員会常任理事）

大　会　委　員　長 鳥居南　大介

大 会 副 委 員 長 清水　勇樹 中林　隆子 佐野　成克

大会委員 後藤　和大 後藤　健二 佐野　佳史

原　芳典 蔦野　善光 齊藤　恵

技　術　委　員　長 佐野　光宣

技 術 副 委 員 長 若林　正広 渡邉　博 益田　明修

佐野　洋之 塩川　訓啓 遠藤　芳政

島崎　孝之 後藤　和大 植田　高志

審　判　委　員　長 後藤　和大



第３７回大会　富士根南招待サッカー大会要項

１. 目的 サッカーを通して相互の親睦とサッカー技術の向上を図るとともに、少年少女の

健全育成を目的とする。

２. 日程 平成３０年１月２０日　（土）　小雨決行　　　（悪天候中止）

　Ｕ－１１（５年生）大会　　試合開始　 ９：００　  　閉会式　１６：００

　Ｕ－９（３年生）大会 　　 試合開始　 ９：００　  　閉会式　１５：００

※開会式は省略

３. 会場 富士宮市　外神スポーツ広場　　　　　…Ｕ－１１（５年生）大会　

　　静岡県富士宮市外神東町１１５　　　　TEL　0544-58-6111（代表　市民体育館）

富士宮市　山宮ふじざくら球技場　　 …Ｕ－９（３年生）大会

　　静岡県富士宮市山宮２０２４　　　　　　TEL　0544-58-6111（代表　市民体育館）

４. 主催 富士宮サッカー協会少年委員会

５. 主管 富士根南サッカースポーツ少年団育成会

６. 後援 富士宮サッカー協会 ・岳南朝日新聞社 ・岳陽新聞社

７. チーム数 Ｕ－１１（５年生）大会 …県内外より １２チーム （富士根南含む）

Ｕ－９（３年生）大会 …県内外より １２チーム （富士根南含む）

８. 表彰 優勝杯 （各年持ち回り） ・ 賞状 ・ トロフィー ・ メダル 

賞　状 ・ 盾 

賞　状 ・ 盾 

賞　状 ・ 盾 

賞　状 ・ 盾

賞　状 ・ 盾

最優秀選手　1名 盾

盾

９. 大会規定 本大会は （財） 日本サッカー協会競技規則に準ずるが、次の事項を別に定める。

　U-11（5年生）大会

・試 合 形 式 8人制とする。

・チーム編成 5年生を最上級生とした編成とする。

代表者1名・監督1名・コーチ2名・選手16名以内を原則とする。

　　・試 合 方 法　 予選リーグ戦

　（A・B・C・Dブロック　各ブロック3チーム）

決勝トーナメント

　（順位別トーナメント戦）

　　・試 合 時 間　  　　　15－5－15分

 ※決勝トーナメントのみ同点の場合は3名によるＰＫ戦とする。

　U-9（3年生）大会

・試 合 形 式 8人制とする。

・チーム編成 3年生を最上級生とした編成とする。

代表者1名・監督1名・コーチ2名・選手16名以内を原則とする。

　　・試 合 方 法　 予選リーグ戦

　（A・B・C・Dブロック　各ブロック3チーム）

決勝トーナメント

　（順位別トーナメント戦）

　　・試 合 時 間　  　　　12－3－12分

 ※決勝トーナメントのみ同点の場合は3名によるＰＫ戦とする。

優秀選手　各ﾁｰﾑ1名

優　　勝

準優勝

第３位

敢闘賞

2位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ優勝

3位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ優勝



　U-11及びU-9共通事項

・選 手 交 代　 自由な交代　（交代人数・回数とも規制しない）
退場者があった場合は、控え選手を補充できる

　※メンバー表は必要ありません

・試   合   球　　公式４号球（各チーム持ち寄り）

・リーグ戦順位は、次の要領により決定する。

　（１） 勝　　 点　　   勝ち ３　　引き分け １　　負け ０

　（２） 得失点差

　（３） 総 得 点

　（４） 当該対戦チーム成績

　（５） 抽　　 選

・ユニフォームは、異色の物を２種類用意し、対戦チームと同色の場合は、

　トスにより決定する。

・ベンチは中央に置き、コートに向かって番号の小さいチームが左側、

　大きいチームが右側とする。

・ベンチには代表者、監督、コーチ、選手以外入ることはできない。

・退場処分を受けた者は、次の試合の出場は認めない。

１０.審判 ・U-11,U-9大会共、各チーム2名（4級以上有資格者）を用意してください。

※当日、都合のつかない団はお申し出ください。
・審判2人制（主審1人、補助審1人）。　※主審の方は、審判カードを本部に取りに来てください。

・審判着は必ず着用してください。
・試合の進行上、審判員のスムーズな対応をお願いします。

１１.その他 ・小雨の場合には決行しますので、選手の健康管理上、着替え等には十分な配慮を
　お願いします。
・開会式につきましては、遠方より参加のチームがありますので行いません。

　ウォーミングアップ等の時間を含めて、時間調整の上、御集合ください。
・閉会式は全試合終了後、本部前にて行いますので、全チーム出席してください。

・試合における事故は、大会本部で応急処置を行いますが、その後の処置は各団の責任
　として対応お願いします。

・施設の使用には十分注意し、各団のゴミ等は責任をもって持ち帰るようお願いします。
　（施設内では、火気使用厳禁）
・指定場所以外での喫煙は厳禁です。

１２.参加費 U-11・U-9　　各8,000円

１３.緊急医 外科・内科　　富士宮市救急医療センター

富士宮市宮原２１－１　　　　　TEL　0544-24-9999

大会事務局
大会委員長　　鳥居南　大介

　〒
　住所

　携帯

  E-mail



　　　　　大会参加チーム

Ｕ－１１（５年生）大会

NO. チーム名 所在地

1 ８１FC刈谷 愛知県刈谷市

2 DIENTAフットボールクラブ 菊川市

3 ＦＣアスルクラロ富士 富士市

4 FCレイマール 伊東市

5 ドリームサッカースポーツ少年団 沼津市

6 南部フットボールクラブ 山梨県南部町

7 裾野西サッカースポーツ少年団 裾野市

8 船越サッカースポーツ少年団 浜松市

9 富士川フットボールクラブ 富士市

10 大富士フットボールクラブ 富士宮市

11 富士宮東サッカースポーツ少年団 富士宮市

12 富士根南サッカースポーツ少年団 富士宮市

Ｕ－９（３年生）大会

NO. チーム名 所在地

1 ８１FC刈谷 愛知県刈谷市

2 エクセルシオール フットボールクラブ 沼津市

3 ドリームサッカースポーツ少年団 沼津市

4 横三フットボールクラブ 神奈川県横須賀市

5 自彊サッカースポーツ少年団 吉田町

6 裾野西サッカースポーツ少年団 裾野市

7 船越サッカースポーツ少年団 浜松市

8 相良サッカースポーツ少年団 牧之原市

9 富士川フットボールクラブ 富士市

10 大富士フットボールクラブ 富士宮市

11 富士宮東サッカースポーツ少年団 富士宮市

12 富士根南サッカースポーツ少年団 富士宮市



　　　　　　　　栄　光　の　記　録

大会名 カテゴリー 優勝 準優勝 第三位

第１回大会 U-11 清水南 長岡 清水小・船越

第２回大会 U-11 長岡 船越 清水小・黒田

第３回大会 U-11 清水南 富士根南 清水小・富士根北

第４回大会 U-11 清水小 清水南 船越・富士根南

第５回大会 U-11 富士川第一 富士第二 長泉北・清水西河内

第６回大会 U-11 酒匂ＦＣ 富士根南 大富士・庵原

第７回大会 U-11 ＦＣ六会藤沢 富士第一 蒲原東・富士根南

第８回大会 U-11 高部東 富士川第一 愛鷹・船越

第９回大会 U-11 ＦＣ六会藤沢 富士根南 愛鷹・清水南

第１０回大会 U-11 長岡 清水南 船越・富士川第一

第１１回大会 U-11 大富士 富士第二 相模原・船越

第１２回大会 U-11 飯田ファイターズ 富士宮ＦＣ 船越・富士第二

第１３回大会 U-11 富士根南 富士第二 明治・船越

第１４回大会 U-11 飯田ファイターズ ＪＦＣ南部 富士第二・富士川第一

第１５回大会 U-11 飯田ファイターズ 明治 富士第二・富士根南

第１６回大会 U-11 飯田ファイターズ 船越 富士川第一・富士根南

第１７回大会 U-11

第１８回大会 U-11 飯田ファイターズ 富士根南 富士宮東・富士川第一

第１９回大会 U-11 富士川第一 さくらキッカーズ 飯田ファイターズ・富士根南

第２０回大会 U-11 明治フリーバーズ 飯田ファイターズ 神戸・富士第二

第２１回大会 U-11 飯田ファイターズ 神戸 愛鷹・富士第二

第２２回大会 U-11 明治フリーバーズ 愛鷹 船越・飯田ファイターズ

第２３回大会 U-11 富士第二 飯田ファイターズ 愛鷹・富士川第一

第２４回大会 U-11 飯田ファイターズ 富士川第一 船越・鷹岡天間

第２５回大会 U-11 富士第二 船越 愛鷹・富士川第一

第２６回大会 U-11 大富士 神戸 富士川・富士第二

第２７回大会 U-11 大富士 富士根南 富士見・富士宮東

第２８回大会 U-11 明治フリーバーズ 神戸 愛鷹・富士宮東

第２９回大会 U-11 長岡 船越 自彊・明治フリーバーズ

U-11 アスルクラロ富士 鷹岡天間 長岡・富士根南

U-9 長岡 富士川 ドリーム・大富士

U-11 長岡 愛鷹 アスルクラロ富士・富士川

U-9 大富士 プログレッソ ドリーム・富士川

U-11 長岡 Ｔ＆Ｔ 南部ＦＣ・富士根南

U-9 山田 明治フリーバーズ 長岡・富士川

U-11 アスルクラロ富士 山田 船越・長岡

U-9 相良 Ｔ＆Ｔ 明治フリーバーズ・富士根南

U-11 船越 明治フリーバーズ 長岡・アスルクラロ富士

U-9 エクセルシオール 船越 81FC刈谷・大富士

U-11 船越 明治フリーバーズ 長岡・アスルクラロ富士

U-9 エクセルシオール 船越 81FC刈谷・大富士

U-11 相良 富士根南 船越・明治フリーバーズ

U-9 エクセルシオール 自彊 船越・８１FC刈谷

U-11 アスルクラロ富士 大富士 レイマール・富士根南

U-9 相良SSS エクセルシオール 富士川・富士宮東

第３４回大会

第３５回大会

第３６回大会

雨天により大会中止（フレンドリーマッチ実施）

第３０回大会

第３１回大会

第３２回大会

第３３回大会

第３４回大会



№ ブロック ブロック ブロック

① Ａ － Ｂ － Ｃ －

② D － Ａ － Ｂ －

③ Ｃ － D － Ａ －

④ Ｂ Ｃ － D －

⑤ 準1 － 準1 － 準1 －

⑥ 準2 － 準2 － 準2 －

⑦ 3決 － 3決 － 3決 －

⑧ 決勝 － 決勝 － 決勝 －

＜会場コート略図＞
 外神スポーツ広場

主催 ⑤勝 ⑥勝 主催

16:00 閉会式（表彰式）

主催 ⑤負 ⑥負 主催

15:00 ⑤勝 ⑥勝 主催 ⑤勝 ⑥勝

Ｃ3位 Ｄ3位 主催

14:10 ⑤負 ⑥負 主催 ⑤負 ⑥負

主催13:20 Ｃ1位 Ｄ1位 主催 Ｃ2位 Ｄ2位

DIENTA

主催 Ａ3位 Ｂ3位 主催

11:30 レイマール DIENTA 富士根南 富士宮東 船越

12:30 Ａ１位 Ｂ1位 主催 Ａ2位 Ｂ2位

アスル富士

1位トーナメント 2位トーナメント 3位トーナメント

８１FC刈谷 富士川 南部

10:40 アスル富士 船越 裾野西 富士根南 南部 ドリーム 大富士 ８１FC刈谷

富士川 アスル富士 富士宮東 富士根南

9:50 富士根南 富士川 大富士 裾野西 ８１FC刈谷

9:00 裾野西 大富士 富士根南 ドリーム レイマール

レイマール ドリーム DIENTA 富士宮東

Ａコート Ｂコート Ｃコート
開始時間 対  戦 主審・補審 対  戦 主審・補審 対  戦 主審・補審

試 合 開 始 時 間

Bブロック ドリーム レイマール DIENTA

Cブロック アスル富士 富士宮東 船越

Ｕ－１１（５年生）大会 予選ブロック

Aブロック 裾野西 大富士 ８１FC刈谷

Dブロック 富士根南 富士川 南部

大会本部

Aコート
Cコート

Bコート



Ａブロック 勝ち＝３ 引き分け＝１ 負け＝０

裾野西 大富士 ８１FC刈谷 得点 失点 差 勝点 順位

裾野西

大富士

８１FC刈谷

勝ち＝３ 引き分け＝１ 負け＝０

ドリーム レイマール DIENTA 得点 失点 差 勝点 順位

ドリーム

レイマール

DIENTA

勝ち＝３ 引き分け＝１ 負け＝０

アスル富士 富士宮東 船越 得点 失点 差 勝点 順位

アスル富士

富士宮東

船越

勝ち＝３ 引き分け＝１ 負け＝０

富士根南 富士川 南部 得点 失点 差 勝点 順位

富士根南

富士川

南部

Ｕ－１１（５年生）予選   表

Ｂブロック

Ｃブロック



1位トーナメント

2位トーナメント

3位トーナメント

12:30 13:20

A3 B3 C3 D3

⑧15:00

⑦
⑤ 14:10 ⑥

（Cコート）
優勝

12:30 13:20

A2 B2 C2 D2

⑧15:00

⑦
⑤ 14:10 ⑥

（Bコート）
優勝

12:30 13:20

A1 B1 C1 D1

⑧15:00

⑦
⑤ 14:10 ⑥

Ｕ－１１（５年生）大会 決勝トーナメント

（Aコート）
優勝

2位：
3位：
4位：



№ ブロック ブロック ブロック

① Ａ － Ｂ － Ｃ －

② D － Ａ － Ｂ －

③ Ｃ － D － Ａ －

④ Ｂ Ｃ － D －

⑤ 準1 － 準1 － 準1 －

⑥ 準2 － 準2 － 準2 －

⑦ 3決 － 3決 － 3決 －

⑧ 決勝 － 決勝 － 決勝 －

＜会場コート略図＞
 外神スポーツ広場山宮ふじざくら球技場

主催 ⑤勝 ⑥勝 主催

15:00 閉会式（表彰式）

主催 ⑤負 ⑥負 ⑥勝

14:15 ⑤勝 ⑥勝 主催 ⑤勝 ⑥勝

主催 Ｃ3位 Ｄ3位 ⑤負

13:30 ⑤負 ⑥負 ⑥勝 ⑤負 ⑥負

12:45 Ｃ2位 Ｄ2位 ⑤負 Ｃ1位 Ｄ1位

８１FC刈谷

主催 Ａ3位 Ｂ3位 主催

11:15 富士宮東 ８１FC刈谷 富士根南 ドリーム 自彊

12:00 Ａ2位 Ｂ2位 主催 Ａ1位 Ｂ1位

富士川

2位トーナメント 1位トーナメント 3位トーナメント

相良 裾野西 船越

10:30 富士川 自彊 ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ 富士根南 船越 横三 大富士 相良

裾野西 富士川 ドリーム 富士根南

9:45 富士根南 裾野西 大富士 ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ 相良

9:00 ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ 大富士 富士根南 横三 富士宮東

富士宮東 横三 ８１FC刈谷 ドリーム

Ａコート Ｂコート Ｃコート
開始時間 対  戦 主審・補審 対  戦 主審・補審 対  戦 主審・補審

試 合 開 始 時 間

Bブロック 横三 富士宮東 ８１FC刈谷

Cブロック 富士川 ドリーム 自彊

Ｕ－９（３年生）大会 予選ブロック

Aブロック ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ 大富士 相良

Dブロック 富士根南 裾野西 船越

大会本部

BコートAコート Cコート



Ａブロック 勝ち＝３ 引き分け＝１ 負け＝０

ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ 大富士 相良 得点 失点 差 勝点 順位

ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ

大富士

相良

勝ち＝３ 引き分け＝１ 負け＝０

横三 富士宮東 ８１FC刈谷 得点 失点 差 勝点 順位

横三

富士宮東

８１FC刈谷

勝ち＝３ 引き分け＝１ 負け＝０

富士川 ドリーム 自彊 得点 失点 差 勝点 順位

富士川

ドリーム

自彊

勝ち＝３ 引き分け＝１ 負け＝０

富士根南 裾野西 船越 得点 失点 差 勝点 順位

富士根南

裾野西

船越

Ｕ－９（３年生）予選   表

Ｂブロック

Ｃブロック

Ｄブロック



1位トーナメント

2位トーナメント

3位トーナメント

12:00 12:45

A3 B3 C3 D3

⑧14:15

⑦
⑤ 13:30 ⑥

（Cコート）
優勝

12:00 12:45

A2 B2 C2 D2

⑧14:15

⑦
⑤ 13:30 ⑥

（Aコート）
優勝

12:00 12:45

A1 B1 C1 D1

⑧14:15

⑦
⑤ 13:30 ⑥

Ｕ－９（３年生）大会 決勝トーナメント

（Bコート）
優勝

2位：
3位：
4位：
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ZEUS
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ナンブ
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第37回　富士根南サッカー大会　協賛者

岳南F モスぺリオ
島崎 岬大

富士根南ＳＳＳ 頑張れ！

山将内装
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第37回　富士根南サッカー大会　協賛者

貯金・ローンはJAへ

JA富士宮杉田支店
富士宮市杉田929-6



第37回　富士根南サッカー大会　協賛者

豆腐・油揚げ製造 卸

株式会社 後藤食品
富士宮市中里東町751

TEL:(0544)26-3848

富士宮市大岩

ルミエール Ⅱ
入居者募集中

TEL:(0544)24-1294

〒418-0022 静岡県富士宮市小泉1975-19

おいかわクリニック
院長 及川 博

TEL 0544-21-1200 FAX 0544-21-1201

がんばれ富士根南SSS！！

〒417-0055 静岡県富士市永田町一丁目92番地2F

清正和事務所
代表 清正和

TEL 0545-32-7137 FAX 0545-32-7138



第37回　富士根南サッカー大会　協賛者

天然芝のサッカー場

フットサルコート

民宿旅館 西の家
富士宮市上井出１７７４ TEL: 0544-54-0277

ステンドグラス教室

ドライフラワー教室

生徒募集中

本店

静岡県富士市永田町2-2
0545-51-1331

五味島店

静岡県富士市青葉町41

富士宮市小泉

サイレンスＡ・Ｂ
入居者募集

TEL: 0544-23-5394
望月商事 望月千寿



富士根南サッカースポーツ少年団 団員名

６年生（９名）

後藤　礼智 後藤　諒大 清水　香涼 佐野　太一

鳥居南　亮太 原　夢歩 中林　礼葉　 齊藤　美優

蔦野　匠

５年生（７名）

田島　真志 石川　虎太郎 佐野　敦哉 山之内　柚那

増田　彪斗 塚原　健太 秋山　柚貴

４年生（６名）

清水　姫依 増田　彩心 塩川　拓真 佐野　眞空

土橋　海斗 菊池　光輝

３年生（１４名）

鳥居南　拓磨 内山　拓人 木下　亮汰 小林　隆斗

山本　敬太 松永　魁知 一瀬　咲也 吉尾　芽咲

渡邉　光 森山　連 遠藤　乃愛 樋川　夏輝

西田　怜央 篠原　祐花

２年生（４名）

若林　英飛 佐野　蓮音 田島　凛 永田　大悟

1年生（６名）

遠藤　優空 森山　永愛 篠崎　祐希 松永　圭悟

戸塚　龍 佐野　蒼真



山宮ふじざくら球技場
駐車場会場付近図

※係りの指示に従って
駐車してください

駐車場

外神スポーツ広場
※会場入口の
人の乗降り禁止

富士根南小学校

ふじのみやスポーツ公園内
外神スポーツ広場

山宮スポーツ公園内
山宮ふじざくら球技場

●Ｕ－１１（5年生）大会会場
「外神スポーツ広場」
富士宮市外神東町１１５

●Ｕ－９（3年生）大会会場
「山宮ふじざくら球技場」
富士宮市山宮２０２４

会場案内図
N

新東名高速道路 新富士ＩＣ

山宮ふじざくら球技場
駐車場会場付近図

※係りの指示に従って
駐車してください

駐車場

外神スポーツ広場
※会場入口の
人の乗降り禁止

富士根南小学校

ふじのみやスポーツ公園内
外神スポーツ広場

山宮スポーツ公園内
山宮ふじざくら球技場

●Ｕ－１１（5年生）大会会場
「外神スポーツ広場」
富士宮市外神東町１１５

●Ｕ－９（3年生）大会会場
「山宮ふじざくら球技場」
富士宮市山宮２０２４

会場案内図
N

新東名高速道路 新富士ＩＣ



祝 第３７回

富士根南招待ｻｯｶｰ大会

おかげさまで90周年




