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　 平素は、亀山サッカースポーツ少年団の活動に、多大なご協力をいただき、ありがとうございます。

また、第7回亀山カップ4年生大会にご参加いただき、ありがとうございます。

　参加選手にとっては、新４年生になって、早い段階での大会です。

高学年になり、技術面でも大きく成長できる時期に入ると思います。

選手一人一人が、これから自分の目指すサッカースタイルを見つけ、目標とする選手に近づくため今大会が、

少なからずお役に立てればと思っております。

　日頃の練習の成果を発揮し、優勝を目指して、仲間と声を掛け合い、助け合い、励ましあって、皆さんで、

今大会を盛り上げていきましょう！
　参加いただいたチームの子供たちの中から、将来の日本サッカーを背負う逸材が生まれることを期待しています。

　風薫るさわやかな季節となりました。

平素より亀山サッカースポーツ少年団の活動に、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

また、この度は「亀山カップ２０１８第７回四年生大会」に、ご参加頂き誠にありがとうございます。

今大会で日頃の練習の成果を存分に発揮し、更なるスキルアップを目指すとともに、他チームとの交流の中で

チームを超えた仲間意識が育まれますことを、心より願っております。

保護者の皆様には子供たちの成長を目で、そして肌で感じて頂ければ幸いです。

ご参加いただきました各チームの関係者、指導者、保護者の皆様のご協力に心より感謝し

今大会が心に残る素晴らしいものとなりますよう期待いたしまして、挨拶とさせて頂きます。

　この度は「亀山カップ2018第7回4年生大会」に、ご参加いただきありがとうございます。

　また、日頃より、亀山サッカースポーツ少年団の活動に格別のご支援、ご協力をいただき、

誠にありがとうございます。

　本大会も7回目を迎えることとなりました。育成年代の子供達に関る多くの大人達が、

「PLAYERS FIRST!」の精神を忘れず、それぞれのこだわりを存分に発揮され、将来この国を背負って

立つサッカーマンの育成に、共に尽力していきましょう!!

　この大会で、子供達がもっとサッカーに興味を持ち、子供達の間に親睦の輪が広がることを願います。

　最後になりましたが、本大会の開催に際しまして多大なる御支援、御協力を賜りました皆様方に
厚く御礼申し上げます。

前川　浩行（亀山SSS育成会会長）

山上　佳美・成田　梓（4年生幹事）

西澤　武彦（亀山SSS代表）

（亀山SSS指導者）

小堀智志・長崎泰孝・脇康宏・北川史則・村西健司・林頌・田村昌信・田中憲二・後藤幸司

田中善之・柳本薫・川嶋正樹・田中靖平・柳本忍・松前満・田中輝昭・有馬義徳・酒野直人

榊原雅樹(GKコーチ)・西澤海渡(GKコーチ)・近藤直樹（トレーナー）

（育成会役員・会員）

田中克典・山崎美樹・寺川美賀・後藤昌代・有馬香織・高橋早織・宮川麻里・北川麻有・

中辻響子・山田美希

4年生育成会会員一同

脇　康宏（コーチ）　・　田中　幹雄（亀山SSS育成会会計）　

山上　佳美・成田　梓

【　ご挨拶　】

平成30年度　亀山サッカースポーツ少年団育成会会長

前川　浩行

平成30年度　亀山サッカースポーツ少年団育成会4年生幹事

【　大会役員　】

運営委員

亀山サッカースポーツ少年団代表

西澤　武彦

大会会長

大会副会長

運営委員長

会計



サッカーを通じて、チーム間の友好と技術の向上を図る。

亀山サッカースポーツ少年団育成会

亀山サッカースポーツ少年団スタッフ

協賛 株式会社　モルテン
株式会社　スポーツショップ　キムラ　彦根本店

平成３０年　５月１９日（土）　１日目
平成３０年　５月２０日（日）　２日目

彦根市荒神山公園　多目的広場
〒５２２－００４７　彦根市日夏町４７６９
TEL/FAX　０７４９－２５－１５９９

社団法人　日本サッカー協会「サッカー競技規則」に準じる。
① ８人制
②試合時間は、１５分－３分－１５分（アディショナルタイムは、無し）
③使用ボールは４号球、ゴールは少年用を使用します。
④ピッチサイズは、６０ｍ×４０ｍ
⑤選手交代は、交代ゾーンから自由な交代とします。
⑥審判は、主審のみとし参加各チームのご協力をお願いします。
⑦審判・大会本部の判定・決定事項には、一切抗議できない。

① ６チームによる予選リーグ戦（Ａ･Ｂ･Ｃリーグ）
勝ち点：勝ち３、引き分け１、負け０

② ３チームによる順位決定リーグ戦（１位～６位グループ）
勝ち点：勝ち３、引き分け１、負け０

＊別紙、予選リーグ組合せ表・順位決定リーグ組合せ表参照。

亀山杯（1位リーグ）　 優勝 優勝カップ（持ち回り）・賞状・賞品
準優勝 準優勝トロフィー・賞状・賞品
３位 盾・賞状・賞品

茂賀山杯（２位リーグ） 優勝 優勝トロフィー・賞状・賞品
準優勝 盾・賞状・賞品

いかしが岡杯（３位リーグ）優勝 優勝トロフィー・賞状・賞品
フレンドリー 優勝 盾・賞状

（４・５・６位リーグ）
リフティング大会 優秀選手５名 賞品

組み合わせは、主催者側で責任抽選いたします。

①参加選手は、スポーツ傷害保険に加入し健康体であること。
②試合中のケガ等につきましては、
応急処置は行いますが、その後の責任は負いません。

③ユニホームは、異色のものを２組用意する。（ビブスでも可）
④審判は、審判服の着用をお願いします。
⑤大会は、雨天決行とします。
⑥待機用テントは、各チームでご用意いただきますようお願いします。
⑦各チームで出たゴミは、必ずお持ち帰り下さい。
⑧試合の進行がスムーズに行えるように、ご協力をお願いします。

５．０００円

開会式は、ありません。
閉会式には、表彰チームの参加をお願いします。

大会運営委員長　西澤　武彦(亀山SSS代表）
０７４９－２５－０８１８/０９０－８２１５－０４０８
take-2430japan@ezweb.ne.jp / angelique.1999@krb.biglobe.ne.jp

6 会場

3 主管

4

5 期日

【　大会要項　】

1 趣旨

2 主催

10 組み合わせ

7 競技規則

8 競技方法

9 表彰

14 問い合わせ

11 参加上の注意

12 大会参加費

13 開会式・閉会式



大会1～２日目　　５月１９日（土）・２０日（日）　予選リーグ
会場　彦根市荒神山公園 多目的広場（A１・A2・Cコート）
【組み合わせ・タイムスケジュール】
（A1コート）

（A2コート）

（Cコート）

《Aグループ》　（A1コート） 《Bグループ》　（A2コート）

《Cグループ》　（Cコート）

＊時間短縮の為、試合後の対戦チームへの挨拶は、
無しとします。ご理解とご協力お願いします。

＊審判カードは、本部テントで用意してます。

順位Aグループ プライマリーSC 蒲生SSS 浅井FC 大宝SSS 和邇FC 勝ち点 得点 失点 得失点

④ ⑩ ⑦

京都紫FC

⑮
蒲生SSS ⑬ ⑧ ⑤ ⑫

プライマリーSC ①

⑪ ⑨
大宝SSS ⑭ ⑥

北野SC 湖北K

浅井FC ②

失点 得失点

和邇FC ③
京都紫FC

Bグループ 金城JFC 金田FC 水戸JFC 花山SS 勝ち点 得点

⑤ ⑫

順位

金城JFC ① ④ ⑩ ⑦ ⑮
金田FC ⑬ ⑧

⑪ ⑨
湖北K ⑭ ⑥

長浜サウスFC 中州K

北野SC ②

失点 得失点

水戸JFC ③
花山SS

Cグループ 亀山SSS 豊栄Cｊｒ 打出FC 大阪2001 勝ち点 得点

⑤ ⑫

順位

亀山SSS ① ④ ⑩ ⑦ ⑮
豊栄Cｊｒ ⑬ ⑧

⑨
中州K ⑭ ⑥

長浜サウスFC ② ⑪

対　　　　戦 審　判

打出FC ③
大阪2001

大会1日目（5/19）予選リーグ（Aグループ） 大会1日目（5/19）予選リーグ（Bグループ）

時　間 対　　　　戦 審　判 時　間

金　田 主催者① 8：30～ プ ラ イ VS 蒲　生 主催者 ① 8：30～ 金　城 VS
湖　北 金城② 9：10～ 浅　井 VS 大　宝 プライ ② 9：10～ 北　野 VS
花　山 湖北③ 9：50～ 和　邇 VS 京都紫 大宝 ③ 9：50～ 水　戸 VS
北　野 花山④ 10：30～ プ ラ イ VS 浅　井 京都紫 ④ 10：30～ 金　城 VS
水　戸 北野⑤ 11：10～ 蒲　生 VS 和　邇 浅井 ⑤ 11：10～ 金　田 VS
花　山 金田⑥ 11：50～ 大　宝 VS 京都紫 蒲生 ⑥ 11：50～ 湖　北 VS
水　戸 花山⑦ 12：30～ プ ラ イ VS 和　邇 京都紫 ⑦ 12：30～ 金　城 VS
湖　北 水戸⑧ 13：10～ 蒲　生 VS 大　宝 和邇 ⑧ 13：10～ 金　田 VS
花　山 金田⑨ 13：50～ 浅　井 VS 京都紫 蒲生 ⑨ 13：50～ 北　野 VS
湖　北 北野⑩ 14：30～ プ ラ イ VS 大　宝 浅井 ⑩ 14：30～ 金　城 VS
水　戸 金城⑪ 15：10～ 浅　井 VS 和　邇 プライ ⑪ 15：10～ 北　野 VS
花　山 水戸

VS

⑫ 15：50～ 蒲　生 VS 京都紫 和邇

金　田 VS

⑫ 15：50～ 金　田 VS

北　野 主催者
水　戸 金田

大会2日目（5/20）予選リーグ（Aグループ） 大会2日目（5/20）予選リーグ（Bグループ）

⑬ 9：00～ 蒲　生 VS 浅　井 主催者 ⑬ 9：00～

VS 花　山 湖北⑮ 10：20～ プ ラ イ VS 京都紫 大宝
⑭ 9：40～ 湖　北
⑮ 10：20～ 金　城

豊　栄 主催者

⑭ 9：40～ 大　宝 VS 和　邇 浅井

中　州 亀山

大会1日目（5/19）予選リーグ（Cグループ）

時　間 対　　　　戦 審　判

① 8：30～ 亀　山 VS
② 9：10～ 長浜サウス VS

長浜サウス 大阪2001

③ 9：50～ 打　出 VS 大阪2001 中州
④ 10：30～ 亀　山 VS

大阪2001 豊栄
⑤ 11：10～ 豊　栄 VS 打　出 長浜サウス

⑥ 11：50～ 中　州 VS

中　州 打出
⑦ 12：30～ 亀　山 VS 打　出 大阪2001

⑧ 13：10～ 豊　栄 VS

中　州 長浜サウス

⑨ 13：50～ 長浜サウス VS 大阪2001 豊栄
⑩ 14：30～ 亀　山 VS

大阪2001 打出
⑪ 15：10～ 長浜サウス VS 打　出 亀山
⑫ 15：50～ 豊　栄 VS

大会2日目（5/20）予選リーグ（Cグループ）

⑬ 9：00～ 豊　栄 VS 長浜サウス 主催者

大阪2001 中州
⑭ 9：40～ 中　州 VS 打　出 豊栄
⑮ 10：20～ 亀　山 VS



大会２日目　　５月２０日（日）　順位決定リーグ
会場　彦根市荒神山公園 多目的広場（A１・A2・Cコート）
【組み合わせ・タイムスケジュール】

（Cコート）

（A1コート）

《1位・2位グループ》　（Cコート） 《3位・4位グループ》　（A１コート）

《5位・6位グループ》　（A2コート）

１１：００～１２：１５のインターバル時に開催いたします。

１１：１０に、A1/A2コートにお集まり下さい。

ルールは、全員一斉にリフティングをスタートして、

長い間続けた選手５名を表彰致します。

＊リフティング大会時に各チーム代表者は、

　本部テントにお集まり下さい。

　午後からの、順位決定リーグの打合せを行います。

B5位 ④

5位グループ A5位 B5位 C5位 失点 得失点 順位

A5位 ② ⑥

勝ち点 得点

B4位 ③

勝ち点 失点 得失点 順位

A4位 ① ⑤

得点

B3位 ④

勝ち点 失点 得失点 順位

A3位 ② ⑥

得点

A2位

B2位

C2位

A2位

A1位

B1位

C1位

2位グループ

3位グループ A3位 B3位 C3位

順位

勝ち点 得点 失点 得失点 順位

勝ち点 得点 失点 得失点

C2位

④

⑤

B2位

③

C6位

C4位

1位グループ A1位 B1位 C1位

①

② ⑥

C3位

4位グループ A4位 B4位 C4位

⑤

（A2コート）

C5位

6位グループ A6位 B6位

１１：００～１２：１５インターバル（時間調整）【リフティング大会】 １１：００～１２：１５インターバル（時間調整）【リフティング大会】

失点 得失点 順位勝ち点 得点

A6位 ①

B6位 ③

C6位

B4位 主催者① 12：15～ A2位 VS B2位 主催者 ① 12：15～ A4位 VS

大会2日目（5/20）順位決定リーグ（1位・2位グループ） 大会2日目（5/20）順位決定リーグ（3位・4位グループ）

時　間 対　　　　戦 審　判 時　間 対　　　　戦 審　判

B3位 A4位② 12：55～ A1位 VS B1位 A2位 ② 12：55～ A3位 VS

C4位 A3位③ 13：35～ B2位 VS C2位 A1位 ③ 13：35～ B4位 VS

C3位 B4位④ 14：15～ B1位 VS C1位 B2位 ④ 14：15～ B3位 VS

C4位 B3位⑤ 14：55～ A2位 VS C2位 B1位 ⑤ 14：55～ A4位 VS

C3位 C4位⑥ 15：35～ A1位 VS C1位 C2位 ⑥ 15：35～ A3位 VS

B6位 主催者

１６：３０～閉会式（本部テント前にて） １６：３０～閉会式（本部テント前にて）

１１：００～１２：１５インターバル（時間調整）【リフティング大会】

大会2日目（5/20）順位決定リーグ（5位・6位グループ）
【リフティング大会】時　間 対　　　　戦 審　判

① 12：15～ A6位 VS

C6位 A5位

② 12：55～ A5位 VS B5位 A6位

③ 13：35～ B6位 VS

C6位 B5位

④ 14：15～ B5位 VS C5位 B6位

⑤ 14：55～ A6位 VS

１６：３０～閉会式（本部テント前にて）

⑥ 15：35～ A5位 VS C5位 C6位



　浅井フットボールクラブ（滋賀県長浜市）

　湖北キッカーズ（滋賀県長浜市）

　長浜サウスフットボールクラブ（滋賀県長浜市）

　北野サッカークラブ（滋賀県野洲市）

　プライマリーサッカークラブ（滋賀県彦根市）

野
球
場

《注意事項》
①公園内の芝生ゾーン・遊具付近でのボールの使用は、禁止されてます。
②キャッチボール広場での、サッカーは禁止されてます。
③公園内でのストーブ・火気の使用は、禁止されてます。

ご協力を、お願い致します。

1 　大阪市サッカースクール2001白鷺ジュニア（大阪市東住吉区） 小林　雅人

【　参加チーム一覧　】

参加チーム名 代表者名

2 　京都紫フットボールクラブ（京都市北区） 迫田　恒夫

3 　花山サッカー少年団（京都市山科区） 三上　勇

4 　打出フットボールクラブ（滋賀県大津市） 清水　高志

5 　和邇フットボールクラブ(滋賀県大津市) 黒田　秀樹

　金城ジュニアフットボールクラブ（滋賀県彦根市） 辻村　欣也

6 　大宝サッカースポーツ少年団(滋賀県栗東市) 泉　憲舟

7 　中州キッカーズ（滋賀県守山市） 丈達　保裕

改田　俊次

15 　豊栄クラブジュニア（滋賀県犬上郡） 長谷川　博一

　亀山サッカースポーツ少年団（滋賀県彦根市） 西澤　武彦

【　グラウンド配置図　】

荒神山

グランド

Dコート Cコート

ゴルフ場

17

本部テント

アップ場

トイレ

ト
イ
レ

駐
車
場

待機用テント張り場

芝生広場

子供センター

キャッチボール広場

A1コートA2コート

アップ場

※サッカーでの使用禁止※

Ｂコート

12

18

13

14

16

10

11

8

9

　水戸ジュニアフットボールクラブ（滋賀県湖南市） 石川　雄輔

楠原　剛人

山口　篤也

河合　祥行

藤居　市雄

佐野　源治

　金田フットボールクラブ（滋賀県近江八幡市） 木村　哲夫

　蒲生サッカースポーツ少年団（滋賀県東近江市）



『第1回亀山SSSカップ4年生大会』
優勝 【リフティング大会結果】
準優勝 第1位 ナカイ君（金城JFC）
第3位 第2位 バンバ君（FCソルセウ）
優勝 第3位 イノウエ君（浅井FC）
準優勝 第4位 ヤナガワ君（豊栄C）
優勝 第5位 サカウエ君（水戸SSS)

第6位 ツカモト君（大阪2001）
『第2回亀山SSSカップ4年生大会』

優勝 【リフティング大会結果】
準優勝 第1位 ヒラタ君（伴谷SSS）
第3位 第2位 ワタナベ君（アミティエSC）
優勝 第3位 サキヤマ君（FCソルセウ）
準優勝 第4位 マサヤマ君（アミティエSC）
優勝 第5位 ヒガシツツミ君（アミティエSC)

『第3回亀山SSSカップ4年生大会』
優勝 【リフティング大会結果】
準優勝 第1位 ワタナベ君（アミティエ草津）
第3位 第2位 タカヤマ君（神照ＦＣ）
優勝 第3位 アダチ君（大阪市SS2001）
準優勝 第4位 カワシマ君（金城ＪＦＣ）
優勝 第5位 クニサワ君(金城ＪＦＣ）

☆フレンドリー 優勝
優勝
優勝

『第4回亀山SSSカップ4年生大会』
優勝 【リフティング大会結果】
準優勝 第1位 カンバヤシ君（アミティエ草津）
第3位 第2位 タナカ君（アミティエ草津）
優勝 第3位 タケヤマ君（アミティエ草津）
準優勝 第4位 シバタ君（アミティエ草津）
優勝 第5位 ノダ君（永源寺ＪＦＣ）

☆フレンドリー 優勝
優勝
優勝

『亀山カップ2016第5回4年生大会』
優勝 【リフティング大会結果】
準優勝 第1位 アサイ君（アミティエ草津）
第3位 第2位 フクイ君（アミティエ草津）
優勝 第3位 チカライシ君（アミティエ草津）
準優勝 第4位 ヒグチ君（金田FC）
優勝 第5位 マサマヤ君（アミティエ草津）

☆フレンドリー 優勝
優勝
優勝

『亀山カップ2017第6回4年生大会』
優勝 【リフティング大会結果】
準優勝 第1位 キタガワ君（浅井FC）
第3位 第2位 ナカタ君（北野SC）
優勝 第3位 ツクダ君（豊栄Cjr）
準優勝 第4位 モロタさん（北野SC）
優勝 第5位 ヨシモリ君（プライマリーSC）

☆フレンドリー 優勝
優勝
優勝

『亀山カップ2018第7回4年生大会』
優勝 【リフティング大会結果】
準優勝 第1位
第3位 第2位
優勝 第3位
準優勝 第4位
優勝 第5位

☆フレンドリー 優勝
優勝
優勝

晴嵐SSS

☆亀山杯 金城JFC
大阪市SS2001

【　大会結果　】

☆亀山杯 亀山SSS

☆茂賀山杯 水戸SSS
大阪市SS白鷺jr

☆いかしが岡杯 浅井FC

アミティエ草津

☆亀山杯 金城JFC
大阪市SS2001
晴嵐SSS

☆茂賀山杯 浅井FC
水戸SSS

☆いかしが岡杯 亀山SSS

プライマリーSC
FCソルセウ

☆亀山杯 アミティエ草津

☆亀山杯 亀山SSS

亀山SSS

大阪市SS2001
☆茂賀山杯 晴嵐SSS

石部南SSS
☆いかしが岡杯 金城JFC

治田EX

大阪市SS2001

大阪市SS2001
☆茂賀山杯 ＪＦＣ若鮎城西

京都紫ＦＣ
☆いかしが岡杯 金田ＦＣ

打出ＦＣ
豊栄Cｊｒ
湖北Ｋ

湖北K
和邇SSS

☆亀山杯 花山SS

☆亀山杯

和邇FC

アミティエ草津
☆茂賀山杯 花山SS

京都紫ＦＣ
☆いかしが岡杯 浅井FC

石部南SSS

蒲生SSS
☆茂賀山杯 北野SC

石部南SSS
☆いかしが岡杯 浅井FC

金城JFC
湖北K
豊栄Cｊｒ

☆茂賀山杯

☆いかしが岡杯



1
2
3
4
5
6
7
8
9
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13
15
16
17
18

【6年生担当コーチ】

【2年生担当コーチ】

【1年生担当コーチ】

【キッズ担当コーチ】

【GKコーチ】

【トレーナー】

大塚　多聞
山田　悠斗

中辻　薫

　亀山サッカースポーツ少年団
　４年生/４１期生 【選手】

川嶋　玲央
成田　圭橙

竹末　亘志

酒野　温人
酒野　悠人

八木　聡一朗
市橋　舜

山上　奨斗
中島　豪

後藤　魁仁
田中　世央
先山　晴羽

　スタッフ
【監督】　　　小堀　智志
【 ＨＣ 】  　　長崎　泰孝　

柳本　薫

川嶋　正樹
酒野　直人

【代表】　　　西澤　武彦

村西　健司
林　頌

柳本　忍

西村　龍葵

【4年生担当コーチ】
後藤　 幸司

【5年生担当コーチ】
脇　康宏

田中　憲二

【3年生担当コーチ】

　PLAYERS  FIRST!
　関わる大人が力を合わせて、子供たちに理想の環境を～

北川　史則
田村　昌信

田中　靖平

田中　善之

榊原　雅樹
西澤　海渡

近藤　直樹

　亀山サッカースポーツ少年団　ホームページ

http://ksss1980.hp2.jp/

松前　満
田中　輝昭

有馬　義徳






