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招待チーム

招　待　チ　ー　ム　名 所在地 ４年 ２年 キッズ

1 あかつきＦＣ 沼津市 ◎

2 岩松サッカースポーツ少年団 富士市 ◎ ◎

3 エクセルシオールＦＣ 沼津市 ◎

4 ＡＺスポーツクラブ 小田原市 ◎

5 富士川ＦＣ 富士市 ◎ ◎ ◎

6 富士第一サッカースポーツ少年団 富士市 ◎ ◎

7 富士第二サッカースポーツ少年団 富士市 ◎

8 江尻サッカースポーツ少年団 清水区 ◎ ◎

9 大富士フットボールクラブ 富士宮市 ◎

10 向山サッカースポーツ少年団 三島市 ◎

33 主催チーム：吉原第一ジュニアサッカークラブ 富士市 ◎ ◎ ◎
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大　会　要　綱
　主旨：この大会は、サッカーを通し参加チームとの親睦を図ると共に心身を鍛え、技術

　　　　の向上とフェアプレーの精神を養う事を目的とする。

１．期　日　　　２０１９年　７月１３日（土）・・・１年生の部、６年生の部

　　　　　　　　２０１９年　７月１４日（日）・・・３年生の部、５年生の部

　　　　　　　　２０１９年１１月２４日（日）・・・キッズの部、２年生の部、４年生の部

　　　　　　　　小雨決行

２．会　場　　　富士川緑地公園サッカー場：Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄコート

３．主　催　　　吉原第一ジュニアサッカークラブ

４．後　援　　　富士市サッカー協会

５．参加チーム　４年生招待チーム　７チーム　　主催　１チーム

　　　　　　　　２年生招待チーム　５チーム　　主催　１チーム

　　　　　　　　キッズ（U6)招待チーム　３チーム　　主催　１チーム

６．大会参加費　１チームにつき、キッズ（U6)は３，０００円、２年、４年生は７，０００円で
す。

　　　　　　　　４年生ＡＢコート側の本部にお持ちください。

　　　　　　　　他の学年につきましては、各サービステントにて受付けます。

７．試合形式　　４年生は８人制で、４チーム２ブロックによる予選トーナメント後、決勝戦

　　　　　　　　２生性は８人制で、３チーム２ブロックによる予選リーグ戦後、順位決定戦

　　　　　　　　キッズ（U6)はミニサッカー（5～8人制：対戦ﾁｰﾑに合わせる）で総当たり

８．大会細則　①試合規則　日本サッカー協会規則に準ずる。

　　　　　　　②試合球　　公認４号球（各チーム持ち寄り）、キッズと１年生のフットサルも

　　　　　　　　　　　　　公認４号球を使用する。（フットサル用ボールは使用しない。）

　　　　　　　③試合時間

　　　　　　　　４年生・・・１５分―５分―１５分

　　　　　　　　　決勝戦で勝敗が決定しない場合は、３名ずつのPK戦とする。

　　　　　　　　２年生・・・１２分－５分－１２分

　　　　　　　　　決勝戦、３位決定戦で勝敗が決定しない場合は、３名ずつのＰＫ戦とする。

　　　　　　　　　他の順位戦はＰＫ戦を行わない

　　　　　　　　キッズ(Ｕ6）・・・１０分（コートチェンジは行わない。）

　　　　　　　　注）各学年共に、ロスタイムはとらない。
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　　　　　　　④リーグ戦における順位の決定方法は、勝ち点制とする。

　　　　　　　　　勝ち点：勝ち＝３、分け＝１、負け＝０

　　　　　　　　　勝ち点が同じ場合は、得失点差・総得点・当事者勝敗・抽選の順で決める。

　　　　　　　⑤選手交代は、自由とする。

　　　　　　　⑥審判は、審判着着用の上お願いします。（キッズを除く）

　　　　　　　　審判員の都合が着かない場合、本部にご連絡ください。

　　　　　　　　主審は４級以上の有資格者でお願いします。

　　　　　　　　８人制は主審１名、予備審１名とします。

　　　　　　　　キッズは主審１名とします。

９．表彰　　　各学年の優勝・準優勝・3位チームに賞状とカップ又はトロフィを贈呈します。

  　　　　　　キッズ（U6)の部につきましては、４位のチームに敢闘賞を贈呈します。

　　　　　　　４年生の部は、閉会式を決勝戦終了後に本部前で行います。試合終了後、

　　　　　　　速やかにお集まりください。

　　　　　　　他の学年は、各サービステント前で表彰式を行いますので、最終試合終了後

　　　　　　　表彰対象チームはお集まりください。

１０．その他　①開会式は行いません。試合に合わせ余裕を持ってご来場ください。

　　　　　　　②試合中におけるケガの応急処置は本部にて行いますが、その後の処置は

　　　　　　　　各団でお願いします。　☆参加選手は、スポーツ保険に加入している事。

　　　　　　　③参加チームは、異色のユニフォームを２着用意して下さい。

　　　　　　　　用意できない場合にはビブスでもかまいません。

　　　　　　　④試合時間を厳守し、開始５分前にはコート前に集合して下さい。

　　　　　　　⑤審判記録カードは大会事務局で用意しますので、主審の方は試合前に

　　　　　　　　サービステントまで取りに来てください。試合終了後結果報告を行って

　　　　　　　　ください。

　　　　　　　⑥水道はありますが、河川敷のため飲むことはできません。飲料水は各団で

　　　　　　　　ご用意ください。

　　　　　　　⑦本会場の施設使用については、十分注意して、ゴミ等は必ず各チームで

　　　　　　　　責任を持って持ち帰ってください。

　　　　　　　⑧駐車については、各チーム名が分かるようにし、マナーを守り安全に

　　　　　　　　留意して下さい。駐車スペースは河川敷のためたくさんありますが、

　　　　　　　　参加チームが多いため、なるべく乗り合わせてお越し下さい。

　　　　　　　⑨盗難、事故等防止のため、必ず施錠し、貴重品等は車の中に置かない

　　　　　　　　ようにして下さい。

　　　　　　　⑩小雨決行ですが中止の場合は、当日朝６：３０までに各団に連絡します。

　　　　　　　⑪災害発生時には本部の指示に従い、速やかに避難してください。
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キッズ(U6)リーグ表・進行表 １１月２４日（日）

Ｄコート

キッズ(U6)進行表

１１：2０より表彰式を行いますので、参加チームはサービステント前にお集まりください。

⑤ 10:50～11:00 吉原第一 富士第一

⑥ 11:05～11:15 富士第一 ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ

ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ

由比

③ 10:10～10:20 吉原第一 富士第一

④ 10:25～10:35 富士第一 ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ

由比

ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ

① 9:30～9:40 吉原第一 由比富士第一

② 9:45～9:55 由比 吉原第一ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ

時間
対戦 審判

Ｄコート

ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ

由比

富士第一

得失 総得 順位

吉原第一

吉原第一 富士第一 由比 ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ 勝 分 負 勝点
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２年生リーグ表・進行表
Ｃコート

ａブロック 勝：３点、分：１点、負：０点

ｂブロック 勝：３点、分：１点、負：０点

順位決定戦

３位戦は同点でもＰＫ戦を行いません。

４位戦は同点でもＰＫ戦を行いません。

２年生進行表

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

全試合終了後表彰式を行いますので、３位までのチームはサービステント前にお集まりください。

14:40～15:09 ａ 1位 ｂ 1位 ａ 2位

14:05～14:34 ａ 2位 ｂ 2位 ｂ 3位

13:30～13:59 ａ３位 ｂ ３位 b １位

休憩

11:55～12:24 富士川 大富士 岩松

11:20～11:49 江尻 向山 吉原第一

10:45～11:14 岩松 大富士 富士川

10:10～10:39 吉原第一 向山 江尻

9:35～10:04 岩松 富士川 大富士

9:00～9:29 吉原第一 江尻 向山

試合時間
Ｃｺｰﾄ

対　　戦 審　判

ｂブロック１位 ｂブロック３位

ａブロック２位 ａブロック４位

ｂブロック２位 ｂブロック４位

ａブロック１位 ａブロック３位

大富士

富士川

負 勝点 得失 順位

岩松

Ｃコート

岩松 富士川 大富士 勝 分

向山

江尻

勝点 得失 順位

吉原第一

１１月２４日（日）

Ｃコート

吉原第一 江尻 向山 勝 分 負
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４年生リーグ表・進行表 １１月２４日（日）

A・Bコート

ａブロック 勝：３点、分：１点、負：０点

ｂブロック 勝：３点、分：１点、負：０点

決勝戦

４年生進行表

１５：１０より閉会式を行いますので、１位から３位のチームおよび参加可能なチームは

本部テント前にお集まりください。

３位決定戦は行いません。各ブロック2位チームを3位といたします。

⑦ 14:30～15:05 ａﾌﾞﾛｯｸ１位 ｂﾌﾞﾛｯｸ１位 本部

あかつき 富士川

休憩

⑥ 12:50～13:25 吉原第一 ＡＺＳＣ 富士第一 富士第二

ＡＺＳＣ エクセルシオール

⑤ 12:10～12:45 富士第一 エクセルシオール ＡＺＳＣ 富士川 岩　松 富士第二

④ 11:30～12:05 吉原第一 あかつき 富士川 富士第二

岩　松

③ 10:50～11:25 富士第一 岩　松 富士第二 富士川 エクセルシオール ＡＺＳＣ

岩　松 エクセルシオール あかつき

② 10:10～10:45 吉原第一 富士第二 富士第一 あかつき ＡＺＳＣ

Ｂコート

対戦 審　判 対戦 審　判

① 9:30～10:05 富士第一 富士川 吉原第一

ａﾌﾞﾛｯｸ１位

ｂﾌﾞﾛｯｸ１位

時間
Ａコート

エクセルシオール

岩　松

富士川

富士第一

分 負 勝点 得失 総得 順位富士第一 富士川 岩　松 エクセルシオール 勝

ＡＺＳＣ

あかつき

富士第二

吉原第一

分 負 勝点 得失 総得 順位吉原第一 富士第二 あかつき ＡＺＳＣ 勝
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過去の成績

優勝 準優勝 第３位 優勝 準優勝 第３位

２００１　第１回大会 岡部 愛鷹 高部 吉原第一 富士ＪＦＣ４年 岡部

２００２　第２回大会 小島両河内 吉原第一 長田西 沼津ｾﾝﾄﾗﾙ 吉原第一 富士岡

２００３　第３回大会 小島両河内 ピュア 吉原第一 吉原第一 原里 長泉南

２００４　第４回大会 SALFUS oRs 韮山 三島山田・大富士 函南 御殿場東 青島東

２００５　第５回大会 榛原川崎 長田東 長泉ｱﾐｰｺﾞｽ・吉原第一 富士ＪＦＣ４年 原里 富士第一

２００６　第６回大会 愛鷹 東豊田 長泉ｱﾐｰｺﾞｽ・吉原第一 富士ＪＦＣ４年 西奈 黒田・SALFUS

２００７　第７回大会 大富士 吉原第一 門池・愛鷹 富士第二 ＶＣ富士吉田Ｊｒ 吉原第一

２００８　第８回大会 吉原第一 長泉ｱﾐｰｺﾞｽ 黒田・飯田Ｆ 岡小 吉原第一 岡部・ｱｽﾙｸﾗﾛ富士

２００９　第９回大会 長泉ｱﾐｰｺﾞｽ プログレッソ ドリーム・富士第一 高洲南 吉原第一 函南東

２０１０　第10回大会 岡小 由比 ピュア 高洲南 ＶＣ富士吉田Ｊｒ 向山・富丘

２０１１　第11回大会 大富士 吉原第一 門池・青島東 鷹岡天間 向山 御殿場東・富士ＴＣ

２０１２　第12回大会 長泉ｱﾐｰｺﾞｽ 吉原第一 富士第二・大富士 由比 静岡中田 向山・吉原第一

２０１３　第13回大会 由比 吉原第一 長泉ｱﾐｰｺﾞｽ・大岡 高部ＪＦＣ 静岡中田 由比・ＡＺ

２０１４　第14回大会 長泉アミーゴス 富士川 由比・大富士 ＡＺ CHAMP TC 静岡中田・田子浦

２０１５　第15回大会 原里 吉原第一 函南・青島東 CHAMP TC 玉穂 吉原第一・向山

２０１６　第16回大会 長泉アミーゴス カワハラＦＣＡ 岡小・吉原第一 あかつき 北浜 錦田・ＡＺ

２０１7　第17回大会 静岡中田 吉原第一 ピュア・長泉アミーゴス ＡＺ CHAMP TC 北浜・吉原第一Ｂ

２０18　第18回大会 吉原第一 静岡中田 藤枝・富士根南 青島東 ﾌﾟﾘﾒｰﾗ御殿場 AZ・吉原第一

優勝 準優勝 第３位 優勝 準優勝 第３位

２００１　第１回大会 門池 岩松 吉原第一 愛鷹 玉穂 富士第一

２００２　第２回大会 － － － 吉原第一 清水第八 飯田Ｆ

２００３　第３回大会 御殿場東 清水第八 静岡富士見 鷹岡天間 高洲南 富士宮東

２００４　第４回大会 鷹岡天間 ピュア 清水第八 長田東 大岡 ピュア

２００５　第５回大会 ピュア 愛鷹 富士ﾚﾃﾞｨｰｽ 飯田Ｆ 吉原第一 富士第二

２００６　第６回大会 富士第二 ＶＣ富士吉田Ｊｒ 青島東 門池 広見 ＳＪ安東

２００７　第７回大会 吉原第一 ｱｽﾙｸﾗﾛ富士 岩松 高洲南 鴨江 丘

２００８　第８回大会 青島東 ＡＺ 富士第一・吉原第一 ピュア 吉原第一 鷹岡天間・ＶＣ富士吉田

２００９　第９回大会 チャンプ ＡＺ 岡小 横内 沼津第四 長泉ｱﾐｰｺﾞｽ

２０１０　第10回大会 高部ＪＦＣ CHAMP TC ＡＺ・吉原第一 黒田 吉原第一Ａ アンセム

２０１１　第11回大会 由比 田子浦 ﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｿ・吉原第一 ピュア 由比 ＡＺ・ﾃﾞﾙｳﾞｨｴﾝﾄ沼津

２０１２　第12回大会 高部ＪＦＣ CHAMP TC 高洲南・田子浦 ＡＺ 朝日 藤枝・長泉ｱﾐｰｺﾞｽ

２０１３　第13回大会 高部ＪＦＣ 韮山 SAKICHI・吉原第一 プリメーラ御殿場 ＡＺ 藤枝・高部ＪＦＣ

２０１４　第14回大会 CHAMP TC 高部ＪＦＣ 吉原第一・ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ 青島東 ＡＺ 藤枝・高部ＪＦＣ

２０１５　第15回大会 高部ＪＦＣ 吉原第一 CHAMP・AZ ＲＩＳＥ 静岡中田 藤枝・三島VFC

２０１６　第16回大会 函南 ｱｽﾙｸﾗﾛ富士 朝日・AZ ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ 三島ＶＦＣ あかつき・長泉アミーゴス

２０１7　第17回大会 三島ＶＦＣ エクセルシオール レガーレ・AZ 入江 吉原第一Ａ 三島山田・吉原第一Ｂ

２０18　第18回大会 ﾌﾟﾘﾒｰﾗ御殿場 あかつき ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ・富士宮東 高部JFC 由比 RISE・ﾌﾟﾘﾒｰﾗ御殿場

優勝 準優勝 第３位 優勝 準優勝 第３位

２００１　第１回大会 門池 岩松 吉原第一 門池 愛鷹 ＳＦＣジュニア

２００２　第２回大会 飯田Ｆ 富士宮東 門池 韮山 吉原第一 高洲南

２００３　第３回大会 ピュア白 大富士 ピュア青 岩松 富士第二 飯田Ｆ

２００４　第４回大会 飯田Ｆ SALFUS oRs 吉原第一 愛鷹 大富士 ＳＦＣジュニア

２００５　第５回大会 門池 大富士 高洲南 － － －

２００６　第６回大会 愛鷹 富士宮東 本吉原アゼス 子虎 高洲南 富士第一

２００７　第７回大会 富士宮東 田子浦 大富士 あかつき 愛鷹 飯田Ｆ

２００８　第８回大会 大富士 あかつき 高洲南 田子浦 ＳＦＣジュニア ｱｽﾙｸﾗﾛ富士

２００９　第９回大会 片浜 アンセム 吉原第一 由比Ｂ 由比Ａ 江尻

２０１０　第10回大会 由比 岡小 江尻・ﾌﾟﾘﾒｰﾗ御殿場 ﾌﾟﾘﾒｰﾗ御殿場 吉原第一Ａ 吉原第一Ｂ

２０１１　第11回大会 SALFUS oRs 沼津原 大富士・吉原第一A ﾌﾟﾘﾒｰﾗ御殿場 丘 鷹岡天間

２０１２　第12回大会 SAKICHI.FC 高洲南 青島東・吉原第一A 田子浦 吉原第一Ｂ 吉原第一Ａ

２０１３　第13回大会 青島東 大富士 高洲南・長泉ｱﾐｰｺﾞｽ 韮山レッド 韮山イエロー ｱｽﾙｸﾗﾛ富士

２０１４　第14回大会 韮山Ａ 長泉アミーゴス V.E.Seinan・大富士 高部ＪＦＣ 丘 吉原第一

２０１５　第15回大会 ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ 吉原第一 三島VFC・大富士 高部ＪＦＣ 吉原第一 ＲＩＳＥ

２０１６　第16回大会 ピュア 大富士 江尻 高部ＪＦＣ ピュア ＲＩＳＥ

２０１7　第17回大会 三島山田 富士宮東 富士根南・富士第二 高部ＪＦＣ 富士第一 吉原第一

２０18　第18回大会 大富士 吉原第一 富士宮東・富士第二 三島山田 門池 富士第一

２年生の部 １年生の部

６年生の部 ５年生の部

４年生の部 ３年生の部

－８－
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