
日時：令和元年１２月１日（日） 
             試合開始 ９：００～ 
会場：野洲市民グラウンド 
主催：篠原サッカークラブ・ジュニア 
        篠原サッカークラブ・ジュニア育成会 
協力：野洲市民グラウンド 
        中主中学校 



　　育成会会長　　森　真美　

ごあいさつ

　霜寒の候、皆様におかれましては益々ご健勝のことと

お慶び申し上げます。

　この度は、ご多忙の中、当大会に多数のチームの皆様

にご参加いただきまして、誠に有難うございます。

　おかげさまで当クラブの「篠原ふれあいカップ」は、

今大会で第25回をむかえることとなりました。

　これもひとえに皆々様方のご好意とご協力の賜と感謝

しており、指導者、選手、保護者一同御礼申し上げま

す。

　この「ふれあいカップ」は、各チーム選手達の心と心

の「ふれあい」はもとより、指導者・保護者同士の友好

をさらに深め、「ふれあいサッカー」を楽しんでいただ

き、良き思い出を持ち帰って頂ければ幸いです。

　最後になりましたが、本大会を開催するにあたり多く

の皆様方に、ご支援・ご協力をいただきましたことを、

心より感謝し、お礼申し上げます。

篠原サッカークラブ・ジュニア　

代　　　表　稲富　宗春　

監　　　督　宇野　雅之　



　　　　　第２５回篠原ふれあいカップ（U-１２大会）

　　　　　　　　　　　　　　　実施要項

日　　時　　　令和元年１２月１日（日）

会　　場　　　野洲市民グランド（旧名・中主Ｂ＆Ｇ）　野洲市六条４６０

競技方法　　　１２チームを４グループ（３チーム×４）に分け、順位リーグを行い
　　　　　　　順位を決める。
　　　　　　　各リーグの１位による１位トーナメント戦を行う。
　　　　　　　各リーグの２位による２位フレンドリー戦を行う。　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　各リーグの３位による３位フレンドリー戦を行う。
　　　　　　　順位リーグは勝ち点制（勝ち３、分け１、負け０）とし、勝ち点が同じ
　　　　　　　場合は①得失点差、②総得点、③抽選で決める。
　　　　　　　１位トーナメント戦、２位３位フレンドリー戦は時間内で決しないときは３人の
                     ＰＫ戦とする。
　　　　　　　その後はサドンデスとする。
　　　　　　　　　競技時間　　全試合　１５－５－１５分とする。

競技規則　　　日本サッカー協会競技規則に準じる。
　　　　　　　選手交代人数は自由。
　　　　　　　組み合わせは主催者にて決定する。
                     試合人数は８人制とする。

審　　判　　　審判は相互審判とします。（ご協力、よろしくお願いします。）

表　　彰　　　１位トーナメント：
　　　　　　　　優勝（持ち回りカップ、トロフィー）、準優勝（トロフィー）
　　　　　　　　３位（トロフィー）、敢闘賞（トロフィー）
　　　　　　　２位トーナメント：
　　　　　　　　努力賞（２位フレンドリーマッチの勝ち２チーム）（トロフィー）
　　　　　　　３位トーナメント：
　　　　　　　　努力賞（３位フレンドリーマッチの勝ち２チーム）（盾）
　　　　　　　優秀選手賞（各チーム1名）

参加上の　　　参加選手は、スポーツ傷害保険に加入済みで健康体であること。　
　　　注意　　試合中に発生した負傷、疾病については大会本部で応急処置しますが、
　　　　　　　その後の治療については責任を負いません。
　　　　　　　ユニフォームはなるべく異色のものを２着用意してください。

大会参加費　　４,０００円／チームとし、大会の運営費とする。ご協力お願いします。

その他　　　　雨天決行としますが悪天候の場合は中止とし６時頃に連絡します。　　　　　　
　　駐車台数に限りがありますので各チーム５～６台で乗り合わせでお願いします。

　　　　　　　８：００までグラウンドへの立ち入りができません。駐車場にて待機下さい。
　　　　　　　チームテントは各チームにてご準備お願いします（指定場所に設営）。
　　　　　　　会場での喫煙は所定の場所でのみ許可します。各チーム徹底ください。
　　　　　　　各チームで出ましたゴミは責任を持って持ち帰りをお願いします。　　　　　　　

　　　　　　　問い合わせ先　　　宇野　雅之　　　　野洲市永原官有地Ａ－３０２
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　080-3039-6961
　       　　　　　　　　　　　　　　　　ＰＣメール　rskm_04060102_uno@crest.ocn.ne.jp



第２５回篠原ふれあいカップ（U-１２大会）

参加チーム一覧

チーム名 所在地

敦賀FCフレンズ 福井県敦賀市

高槻桜台フットボールクラブ 大阪府高槻市

京都大塚サッカー部 京都市山科区

レークウエストジュニアフットボールクラブ 大津市

　　　　　里東フットボールクラブ　　　　 大津市

　　　青山ジュニアフットボールクラブ　　　　 大津市

希望ヶ丘サッカースポーツ少年団　 甲賀市

ＪＳＣハヤマグリーン 栗東市

篠原サッカークラブ・ジュニア　 野洲市

金城ジュニアフットボールクラブ 彦根市

北里アドバンス 近江八幡市

中主サッカースポーツ少年団　　 野洲市



開始時間 主審 開始時間 主審

① 　９：００～ 中主 ー ハヤマ 主催 1 　９：００～ 北里 ー 青山 主催

② 　９：４０～ 篠原 ー レーク ①勝 2 　９：４０～ 金城 ー 希望ヶ丘 １勝

③ １０：２０～ 里東 ー 中主 ②勝 3 １０：２０～ 大塚 ー 北里 ２勝

④ １１：００～ 高槻桜台 ー 篠原 ③勝 4 １１：００～ 敦賀 ー 金城 ３勝

⑤ １１：４０～ ハヤマ ー 里東 ④勝 5 １１：４０～ 青山 ー 大塚 ４勝

⑥ １２：２０～ レーク ー 高槻桜台 ⑤勝 6 １２：２０～ 希望ヶ丘 ー 敦賀 ５勝

⑦ １３：２０～ Ａ１位 ー Ｂ１位 Ａ2位 7 １３：２０～ Ｃ１位 ー Ｄ１位 Ｃ2位

⑧ １４：００～ Ａ３位 ー Ｂ３位 ⑦勝 8 １４：００～ Ｃ３位 ー Ｄ３位 7勝

⑨ １４：４０～ Ａ２位 ー Ｂ２位 ⑧勝 9 １４：４０～ Ｃ２位 ー Ｄ２位 8勝

⑩ １５：２０～ 主催 10 １５：２０～ 9勝

　

昼からの開始時間、⑦、⑧、⑨の順番は変更する場合がありますので予めご了承願います。

　　　　　　　　　試合スケジュール 　　　　　　　　　試合スケジュール

　　　　　　　　　　　　　　　Aコート 　　　　　　　　　　　　　　　Ｂコート

対　　　戦 対　　　戦

昼休み 昼休み

決勝 ３位決定戦

表彰式＆閉会式 表彰式＆閉会式



●Ａグループ ●Cグループ

中主 ハヤマ 里東 勝点 得点 失点 得失点 順位 北里 青山 大塚 勝点 得点 失点 得失点 順位

中主 ＊ 北里 ＊
ハヤマ ＊ 青山 ＊
里東 ＊ 大塚 ＊

●Ｂグループ ●Dグループ

篠原 レーク 高槻桜台 勝点 得点 失点 得失点 順位 金城 希望ヶ丘 敦賀 勝点 得点 失点 得失点 順位

篠原 ＊ 金城 ＊
レーク ＊ 希望ヶ丘 ＊

高槻桜台 ＊ 敦賀 ＊

　　　Ａコート 　　　Ａコート 　　　Ｂコート 　　　Ｂコート

　　　  　　１位トーナメント１回戦 　　　　　   　２位フレンドリー戦 　　　  　　１位トーナメント１回戦 　　　　　  　２位フレンドリー戦

　         Ａ１位                          Ｂ１位 　        Ａ２位　                       Ｂ２位 　   　   Ｃ１位　 　   　              Ｄ１位 　      　Ｃ２位　　　                  Ｄ２位

（　　　　　　　　　 ） （ 　　　　　　　　　） （　　　　　　　 　　） （ 　　　　　　　　　） （　　　　　　　　 　） （ 　　　　　　　　　） （　　　　　　　　 　） （ 　　　　　　　　　）

　　　Ａコート 　　　Bコート

　　　　  　　３位フレンドリー戦 　　　　  　　３位フレンドリー戦

　        Ａ３位　                       Ｂ３位 　        Ｃ３位                       　Ｄ３位

（　　　　　　　　　 ） （　　　　　　　　　 ） （ 　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　 ）

　　　　　　　　　 　     　　　　　　優勝決定戦 　　　　　　　　　      　　　　　　　３位決定戦

　　 　   Ａコート⑦勝  　　                        　Ｂコート７勝 　　　      Ａコート⑦負　　       　              　Ｂコート７負

   （　                   　　　）　      （　　　                    　）    （　　                　    　）       （　　                     　　）

順位リーグ（Ａ・Ｂグループ）

Ａコート　（駐車場側）

順位リーグ（C・Dグループ）

Bコート　（兵主大社入り口側）



 

 
 

               
 

                     〒520-2304  
 
                         滋賀県野洲市永原８２９ 
 
               TEL 077-588-2888 




