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閉 会 式 2020年3月１日（日）決勝戦終了後予定(上位４チーム参加）
表 彰 優勝，準優勝，第3位，フェアプレーのチームを表彰する。

優勝…トロフィー・賞状・メダル16個
準優勝…トロフィー・賞状・メダル16個
3位…トロフィー・賞状・メダル16個

そ の 他 本大会上位2チームはJA全農杯全国小学生選抜サッカー東海大会へ出場する権利を獲得する。
本大会上位8チームは、翌年度のフジパンCUP静岡県大会予選へ出場する権利を獲得する。

参 加 費 10,000円（大会参加費は指定の口座に振り込み、またプログラム代は監督者会議時に集金とする。プログラムは後日発送）

監督者会議 2020年2月16日（日）清水総合運動場体育館2階　多目的室3　13:30開始（13:00受付）
開 会 式 開会式は行わず，直接試合会場へ行く。

申 込 方 法 各支部責任者は地区予選全試合の結果とエントリー表の提出及び参加料の振込を2020年1月27日（月）までに支部ご
とまとめて中部支部会計に行うこと。

決勝トーナメントは同点の場合，延⾧を行わず，PK方式（3人）で勝者を決定する。
競 技 規 則 公益財団法人日本サッカー協会8人制競技規則に準ずる。ただし本大会規定を設ける。

その他は4種委員会細則による。
交代人数・回数とも制限しない。一度退いた選手がその試合中に再び出場することができる。（自由な交代を認め
る。）退場者があった場合は控え選手を補充できる。
一方のチームが6名未満になった場合、試合は成立しない。リーグ戦はそのチームの全試合結果を抹消する。
退場処分または大会を通じて警告2回を受けた選手は次の1試合の出場は認めないものとし、一般財団法人静岡県サッ
カー協会へ報告する。

ピッチサイズは縦68～60m･横50～40mとする。ゴールは少年用(2.15m×5m)とする。
試 合 球 公認4号球　㈱モルテン

1次リーグは同点でも延⾧を行わず，❶勝点<勝3･分1･負0>❷当該対戦成績❸得失点❹総得点❺抽選の順により
リーグ内の順位を決定する。

（東部9・中東部3・中部4・中西部5・西部11）
チ ー ム 構 成 大会エントリー表に記載された選手・指導者（代表者・監督・コーチ）に大会出場資格が与えられる。

大会エントリー締切後の選手の追加追加変更及び背番号の変更は認めない。

エントリー登録数は選手25名以下、指導者7名以下、医療従事者1名以下とし、当日、試合毎にベンチに入ることがで
きる選手・指導者はエントリー表に記載された中から、選手16名以下、指導者2名以上5名以下（医療従事者を含
む）を選出する。

エントリーされた選手・監督・コーチは、JFAが公式に認める電子登録証（選手証又は登録選手一覧・公認指導者ライ
センス証・）を印刷したものを持参し会場でチェックを受けなければならない。

ただし、登録選手一覧には顔写真登録がされていること。

電子登録証（選手証・公認指導者ライセンス証はD級コーチ以上を有する）を確認できない選手・監督・コーチはベンチ
入りできない。

競 技 方 法 4チーム8ブロックの1次リーグを行い、各ブロック上位1位チームが決勝トーナメントへ進む方式
1次リーグ・決勝トーナメントの試合時間は15分-5分-15分（ランニングタイム）とする。

参 加 チ ー ム 各支部から選ばれた32チーム。但し不参加があった場合は，開催支部のチームを補充する。　

期 日 2020年2月29日（土）・3月１日（日）
担 当 支 部 中部支部・中東部支部
会 場 西ヶ谷総合運動場他
参 加 資 格 本大会の趣旨に賛同するチームであること。

一般財団法人静岡県サッカー協会に登録した11歳以下（5年生～3年生）の選手で構成されたチームで一般財団法
人静岡県サッカー協会４種委員会各支部予選を経たチームであること。

選手は個人登録してあり，スポーツ安全保険に加入していること。
地区予選から県大会に至るまで同一選手が異なるチームへ移籍後，再び同一大会に参加することはできない。

一般財団法人静岡県サッカー協会中部支部・中東部支部
後 援 静岡県教育委員会・朝日新聞社静岡総支局・日刊スポーツ新聞社静岡支局
特 別 協 賛 株式会社静岡銀行

主 管 一般財団法人静岡県サッカー協会４種委員会

しずぎんカップ第35回静岡県ユースU-11サッカー大会
趣 旨 静岡県の将来をになう少年たちのサッカーへの興味・関心を深め，さらに技術の向上と健全な心身の育成・発展を目標として

本大会を開催する。この大会はジュニア層のサッカー少年が自分自身で判断したり挑戦したりする体験を通して将来，困難な
場面でも的確な判断ができ，正確な技術を発揮できる選手へ成⾧することを目指す。あわせてフェアプレー精神・リスペクト精
神を養い，正しく強くそして創造性豊な人間の育成を目的とする。指導者はエントリー選手全員出場に向けて努力する。

主 催 一般財団法人静岡県サッカー協会・株式会社静岡朝日テレビ
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■　１次リーグ　組合せ表

Aブロック Bブロック Cブロック Dブロック Eブロック Fブロック Gブロック Hブロック

1 ALA裾野 高洲SSS
エクセル
シオール

カワハラFC
アスルクラロ

沼津
清水

エスパルス
静岡中田 和田JFC

2 高部JFC 浜松東 大須賀 大井川FC 横内SSS Mare　FC
BANREY
ORE岡部

富士根南

3 磐田第一
三島

エスパルス
入江SSS 函南東 高洲南 HondaFC オイスカFC 袋井西

4
蹴力

HANASHI
バディFC カワイSC 神久呂 積志SSS 大富士FC ロプタ富士 キューズ

■　１次リーグ対戦表

第１コート 第２コート 第１コート 第２コート 西コート 東コート 西コート 東コート
第１試合

9:30
A1-A2 A3-A4 C1-C2 C3-C4 D1-D2 D3-D4 G1-G2 G3-G4

第2試合
10:20

B1-B2 B3-B4 F1-F2 F3-F4 E1-E2 E3-E4 H1-H2 H3-H4

第3試合
11:10

A2-A4 A1-A3 C2-C4 C1-C3 Ｄ2-Ｄ4 Ｄ1-Ｄ3 G2-G4 G1-G3

第4試合
12:00

B2-B4 B1-B3 F2-F4 F1-F3 E2-E4 E1-E3 H2-H4 H1-H3

第5試合
12:50

A1-A4 A2-A3 C1-C4 C2-C3 Ｄ1-Ｄ4 Ｄ2-Ｄ3 G1-G4 G2-G3

第6試合
13:40

B1-B4 B2-B3 F1-F4 F2-F3 E1-E4 E2-E3 H1-H4 H2-H3

■　決勝トーナメント　対戦表
会場:準決勝・決勝　西ヶ谷総合運動場　　準々決勝　安倍口グラウンド

①9：30 ②10：15 ③13：30 ④15：00

G１位 H１位

西ヶ谷A③ ④ 西ヶ谷B③

C１位 D１位

安倍口B① 安倍口B②

A１位 B１位

安倍口A① 安倍口A②

E１位 F１位決勝戦

しずぎんカップ第35回静岡県ユースU-11サッカー大会　組合せ

　　　場所 時之栖A 熱海姫の沢 中島人工芝 西ヶ谷運動場
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開　催　地 優　　　勝 準　優　勝
第1回大会 高　部　東 袖　　　師 江　　　尻 天　間　小

1986年　於　清水 （清 　水） （清 　水） （清 　水） （東　　部）
第2回大会 三　保　二 浜　松　蒲 蒲　原　東 浜松萩丘

1987年　於　静岡 （清 　水） （西　 部） （庵　　原） （西　 部）
第3回大会 袖　　　師 有　度　二 ⾧　田　南 白　　　羽

1988年　於　志太 （清 　水） （清 　水） （静　　岡） （榛　　原）
第4回大会 焼　津　西 浜　松　蒲 大　　　富 相　　　生

1989年　於　西部 （志　　太） （西　 部） （志　　太） （西　　部）
第5回大会 藤枝中央 有　度　一 高　　　部 島田第二

1990年　於　榛原 （藤　　枝） （清 　水） （清 　水） （島　　田）
第6回大会 蒲　原　東 北　　　上 岡　　　小 飯田ﾌｧｲﾀｰｽﾞ

1991年　於　東部 （庵　　原） （東　　部） （清 　水） （清 　水）
第7回大会 高　　　部 高　部　東 葉　　　梨 芳　　　川

1992年　於　藤枝 （清 　水） （清 　水） （藤　　枝） （西　　部）
第8回大会 飯田ﾌｧｲﾀｰｽﾞ 清　水　小 辻 北　　　上

1993年　於　清水 （清 　水） （清 　水） （清 　水） （東　　部）
第9回大会 有　度　一 聖隷ｼﾞｭﾆｱ ⾧　田　西 入　　　江

1994年　於　静岡 （清 　水） （西　　部） （静　　岡） （清 　水）
第10回大会 高　　　部 袖　　　師 天竜ＦＣ 広　　見

1995年　於　志太 （清 　水） （清 　水） （西　　部） （東　　部）
第11回大会 浜　松　蒲 浅羽ＦＣ 有　度　一 浜松龍禅寺

1996年　於　西部 （西　 部） （西　 部） （清 　水） （西　 部）
第12回大会 Ｈｏｎｄａ　ＦＣ 浜　松　蒲 安　西　小 リベロ　CＦＣ

1997年　於　西部 （西　 部） （西　 部） （中   部） （西　 部）
第13回大会 静岡城内 リベロ　CＦＣ 新　　　居 ⾧　田　東

1998年　於　東部 （中   部） （西　 部） （西　 部） （中   部）
第14回大会 Honda FC リベロ　CＦＣ 西　　　奈 蒲　原　東

1999年　於　中西部 （西　 部） （西　 部） （中   部） （中東部）
第15回大会 浜　松　蒲 Honda FC ＡＳＫＡ 新　　　居

2000年　於　西部 （西　 部） （西　 部） （西　 部） （西　 部）
第16回大会 Honda FC 有　度　二 青　島　東 沼津ｾﾝﾄﾗﾙ

2001年　於　中東部 （西　 部） （中東部） （中西部） （東 　部）
第17回大会 浜松龍禅寺 Honda FC 静岡大谷 浜　松　蒲

2002年　於　中部 （西　 部） （西　 部） （中   部） （西　 部）
第18回大会 浜松萩丘 静岡城内 三保一 聖隷ＪＦＣ

2003年　於　中西部 （西　 部） （中   部） （中東部） （西　 部）
第19回大会 FCｱｽﾙｸﾗﾛ沼津 SALFUS　oRs 聖隷ＪＦＣ リベロ　CＦＣ

2004年　於　西部 （東 　部） （中東部） （西　 部） （西　 部）
第20回大会 江　　　尻 飯田ﾌｧｲﾀｰｽﾞ 静岡中田 SALFUS　oRs

2005年　於　東部 （中東部） （中東部） （中   部） （中東部）
第21回大会 Honda FC 芳　　　川 有　度　二 袋井西

2006年　於　中東部 （西　 部） （西　 部） （中東部） （西　 部）
第22回大会 ﾋﾟｭｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 浜松龍禅寺 聖隷ＪＦＣ 静岡城北

2007年　於　中部 （中   部） （西　 部） （西　 部） （中   部）
第23回大会 聖隷ＪＦＣ 藤枝明誠 FCｱｽﾙｸﾗﾛ沼津 静岡城北

2008年　於　中西部 （西　 部） （中西部） （東 　部） （中   部）
第24回大会 SALFUS　oRs カワハラ FC Estrella 青　　島　

2009年　於　西部 （中東部） （中   部） （西　　部） （中西部）
第25回大会 FCｱｽﾙｸﾗﾛ沼津 SALFUS　oRs 高部JFC 富　塚

2010年　於　東部 （東　部） （中東部） （中東部） （西　部）
第26回大会

2011年　於中東部
第27回大会 FCｱｽﾙｸﾗﾛ沼津A 高部JFC 高洲南 ⾧　岡

2012年　於中部中東部 （東　部） （中東部） （中西部） （東 　部）
第28回大会 SALFUS　oRs 西益津 ⾧泉ｱﾐｰｺﾞｽ Honda FC

2013年　於中西部 （中東部） （中西部） （東　部） （西　 部）
第29回大会 Honda FC VALOR FC Vivace FC 静岡まちかどＦＣ

2014年　於中部中東部 （西　部） （中東部） （中   部） （中   部）
第30回大会 SALFUS　oRs Honda FC キューズ ＦＣ 藤枝東FC

2015年　於中部中東部 （中東部） （西　部） （中   部） （中西部）
第31回大会 入江 Honda FC 高洲南 ピュアスポーツクラブ

2016年　於中部中東部 （中東部） （西部） （中西部） （中部）
第32回大会 清水エスパルスU-12清水 オイスカFC SHONAI FC FC フォルミーガ

2017年　於中部中東部 （中東部） (西部） （西部） （西部）
第33回大会 カワイ体育教室SC レゾン袋井 清水エスパルスU-12清水 SALFUS　oRs

2018年　於中部中東部 (西部） (西部） （中東部） （中東部）
第34回大会 清水エスパルスU-12清水 RISE SPORTS CLUB バディフットボールクラブ 蹴力HANASHI　FC

2019年　於中部中東部 （中東部） （中東部） （西部） （中西部）

栄　光　の　年　次　成　績　表

第　３　位

３月１１日の東日本大震災により中止
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