
主催 （財）静岡県サッカー協会
主管 （財）静岡県サッカー協会　　4種少年委員会中部支部

★静岡市ブルーカップグループ（5チーム）
SJFC
城北FC
FC千代田東
竜南ファイターズサッカー少年団
千代田サッカースポーツ少年団

期日 2019年3月23日（土）ブロック予選（ミニカップ戦）
2019年3月24日（日）ブルーカップ決勝大会及び交流戦

第27回 ブルーカップ



1.趣　　旨 各地のサッカー少年・サッカー少女がこの大会を通じて、親睦を深め、友情の輪を広げ楽しくプレーす

ることを目的とします。また父母が大会運営に積極的に関わり子供たちを応援し、より多くのサッカー

ファンが生まれることを期待します。

2.大会方式 参加チームは、8ブロックのカップ戦で試合を行い、予選順位を決定します。

ブロック予選1位のチームは決勝大会1位トーナメントへ、以降、順位は交流戦となる

3.参加資格 小学校5年生以下（２０１９年３月末日時点）の選手で構成されたチーム

4.試合規則 ①ルール　　日本サッカー協会競技規則に順ずる

②登　 録　　人数制限なし（選手交代は自由）

③試　 合　　１位トーナメント　　　   　４０分ゲーム（２０分ー５分ー２０分）

                 交流戦　２０分ほど1本ゲームを各5～6本ほど

④審　 判　　別紙参照＊審判服着用

⑤試合球　  対戦チーム持ち寄り

5.会　　場 ３月２３日（土）ブロック予選・・・・各主管チームが指定するカップ戦会場

３月２４日（日）決勝大会＋交流戦 ・・・・・・予選順位グループに指定された会場

24日の会場は23日の20時ほどまでにご連絡いたします。

6.補　　足 ①３／２３（土）に行うカップ戦（予選）は運営する主管ごとに試合形式が異なりますので自チームが参

  加するカップ戦の大会要綱をご覧下さい。

②登録メンバー表の提出及び試合開始前のメンバーチェックは行いません。　また、選手はスポーツ

  保険に加入の上試合に参加して下さい。

③３／２４（日）に行うブルーカップ決勝大会の開会式及び閉会式は行いません。

　参加チーム及び審判は、試合開始時刻に合わせて会場に集合して下さい。

④原則として雨天決行です。荒天の場合の会場変更は、会場本部（主管チーム）　がＡＭ６:３０までに

  決定し、参加チームと大会本部(ＳＪＦＣ）に連絡をします。

⑤対戦チームは、相手チームのユニフォームカラーを確認し、混同しやすい場合は、主審の指示に従

　い、セカンドジャージに着替える措置をとって下さい。

⑥審判は、ルール及び判定に疑義が生じた場合は、会場本部にその判断を仰ぎ、また会場本部は、

　その内容を大会本部へ報告して下さい。

7.交流戦マニュアル　

　　　　　育成が主であり、勝利が主ではないことを各チーム指導者は心掛ける
　　　　　選手の自主性を一番に尊重し環境によって選手を育んでいくことを狙いとした方法である

　　　①終了時刻を必ず守る、本部が管理する
　　　②２０分１本制で会場にいる多くのチームと対戦できる
　　　③時間の枠の中であれば２０分以上でも良い
　　　④組み合わせ左が主審、上だけ審判着を着用
　　　⑤試合に参加できる人数は各チームの話し合いによって８人以上でも以下でも良い
　　　⑥交代も自由な交代でＯＫ
　　　⑦始まりと終わりのセレモニーはやらない。
　　　⑧勝利が主ではなく、育成が主となることを指導者は心掛ける

第２７回　ブルーカップ 大会要項



※　A：Aコート、B：Bコート
①　　９：００～　９：４５ 主審：②の組合せ左チーム　副審：②の組合せ右チーム
②　　９：５０～１０：３５ 主審：①の組合せ左チーム　副審：①の組合せ右チーム
③　１１：００～１１：４５ 主審：②の勝チーム　副審：①の勝チーム
④　１１：５０～１２：３５ 主審：①の負けチーム　副審：②の負けチーム
⑤　１２：４０～１３：２５ 主審：④の勝チーム　副審：④負けチーム
⑥　１３：３０～１４：１５ ⑥A　主審、副審：幹事チーム　　

⑥B　主審：⑤Bの勝チーム　副審：⑤Aの勝チーム
※　自チームが戦ったコート或いは戦うコートの審判を行う。

・試合時間は40分(20‐5‐20)とする。
・勝負が決しない場合は、PK戦を行う。
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代　表
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代　表代　表 代　表代　表 代　表 代　表 代　表

①A ②A ①B ②B

ＳＪ　Ｃ 竜南A 千代田東城北 ＳＪ　Ｂ 竜南B 千代田ＳＪ　Ａ

④A ④B

第２７回　ブルーカップ 決勝大会（3/2４）

優　　　勝
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相生ＦＣ 浜松市

セユーズＦＣ 静岡市

磐田豊田ＪＦＣ　Ａ 磐田市

笠井ＦＣ 浜松市

東豊田サッカースポーツ少年団 静岡市

金谷サッカースポーツ少年団 島田市

焼津西サッカースポーツ少年団 焼津市

長田西サッカースポーツ少年団 静岡市

予選順位 ＳＪカップＢ

ＦＣ千代田東 静岡市 横内サッカースポーツ少年団 静岡市

カワハラＢ 静岡市

リベルタージ 静岡市

菖蒲ＦＣ 静岡市 磐田市

カワハラＡ 静岡市 西奈サッカースポーツ少年団 静岡市

南部ＳＳＳ 静岡市 新居サッカースポーツ少年団 湖西市

浜北キッカーズ 浜松市 神久呂サッカースポーツ少年団 浜松市

瀬戸ＳＣ 愛知県瀬戸市 浜松城北サッカースポーツ少年団 浜松市

西豊田サッカースポーツ少年団 静岡市

予選順位 千代田東カップ 焼津小川サッカースポーツ少年団 焼津市

千代田サッカースポーツ少年団 静岡市 諏訪ＦＣプライマリー 長野県諏訪市

予選順位 ＳＪカップＡ

成瀬サッカースポーツ少年団 Ｂ 神奈川県伊勢原市 ＳＪＦＣ 静岡市

FACTサッカークラブ 伊豆の国市

成瀬サッカースポーツ少年団　A 神奈川県伊勢原市

川根サッカースポーツ少年団 島田市 富士根南サッカースポーツ少年団 富士宮市

大富士フットボールクラブ 富士宮市 篠原サッカースポーツ少年団 浜松市

有度フットボールクラブ 静岡市 飯田ファイターズサッカースポーツ少年 静岡市

INOMIYA FC93 静岡市 静岡中田サッカースポーツ少年団 静岡市

予選順位 千代田カップ 錦田ＦＣ 三島市

静岡クラブジュニア 静岡市

千葉美浜ＦＣコパソル 千葉市

予選順位 竜南カップ　グループ　Ｂ

大里西サッカースポーツ少年団 静岡市

静岡Ｗｒジュニアフットボールクラブ 静岡市

城北フットボールクラブ 静岡市

葵スポーツ少年団サッカー部 静岡市 静岡南サッカークラブ 静岡市

三島ＶＦＣ 三島市 向山サッカースポーツ少年団 三島市

焼津南サッカースポーツ少年団 焼津市 フォンテ安西 静岡市

藤枝東ＦＣ 藤枝市 長田南サッカースポーツ少年団 静岡市

さなる少年団サッカー部WHITTE 浜松市 プログレッソＴＣＦ稲城 東京都　稲城市

さなる少年団サッカー部YELLOW 浜松市 ONE芦屋１９９５ 兵庫県芦屋市

予選順位 城北カップ 服織サッカースポーツ少年団 静岡市

予選順位 竜南カップＡ

竜南ファイターズサッカー少年団 静岡市


