


ごあいさつ

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　

　　育成会会長　松吉　貴弘　

　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２４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。



日　　時　　　平成３０年１２月２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

（創部２５周年記念大会）
第２４回篠原ふれあいカップ（U-１２大会）

実施要項



　　第２４回篠原ふれあいカップ（U-１２大会）

　　　　　　　　参加チーム一覧

中主サッカースポーツ少年団　　

近江八幡市

京都市山科区

彦根市

大津市

大津市

京都大塚サッカー部

　　　　　里東フットボールクラブ　　　　

レークウエストジュニアフットボールクラブ

希望ヶ丘サッカースポーツ少年団　

所在地

野洲市

近江八幡市

大津市

蒲生郡

甲賀市

野洲市

金城ジュニアフットボールクラブ

チーム名

八幡サッカーメイツ

　　　青山ジュニアフットボールクラブ　　　　

篠原サッカークラブ・ジュニア　

北里アドバンス

竜王サッカースポーツ少年団　　

金田フットボールクラブ 近江八幡市



開始時間 主審 開始時間 主審

① ９：００～ 中主 ー 金田 主催 1 ９：００～ 竜王 ー 北里 主催

② ９：４０～ 篠原 ー レーク ①勝 2 ９：４０～ 八幡 ー 金城 １勝

③ １０：２０～ 里東 ー 中主 ②勝 3 １０：２０～ 希望ヶ丘 ー 竜王 ２勝

④ １１：００～ 大塚 ー 篠原 ③勝 4 １１：００～ 青山 ー 八幡 ３勝

⑤ １１：４０～ 金田 ー 里東 ④勝 5 １１：４０～ 北里 ー 希望ヶ丘 ４勝

⑥ １２：２０～ レーク ー 大塚 ⑤勝 6 １２：２０～ 金城 ー 青山 ５勝

⑦ １３：３０～ Ａ3位 ー Ｂ3位 Ａ2位 7 １３：３０～ Ｃ3位 ー Ｄ3位 Ｃ2位

⑧ １４：１０～ Ａ１位 ー Ｂ１位 ⑦勝 8 １４：１０～ Ｃ１位 ー Ｄ１位 7勝

⑨ １４：５０～ Ａ2位 ー Ｂ2位 ⑧勝 9 １４：５０～ Ｃ2位 ー Ｄ2位 8勝

⑩ １５：３０～ 主催 10 １５：３０～ 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。

表彰式＆閉会式

対　　　戦

昼休み

決勝

表彰式＆閉会式

対　　　戦

　　　　　　　　　試合スケジュール

　　　　　　　　　　　　　　　Aコート

　　　　　　　　　試合スケジュール

　　　　　　　　　　　　　　　Ｂコート

昼休み

３位決定戦



　　　　　順位リーグ（Ａ・Ｂグループ） 　　　　　順位リーグ（C・Dグループ）

　　　　　　　　Ａコート　（駐車場側） 　　　　　　Bコート　（兵主大社入り口側）

●Ａグループ ●Cグループ

中主 金田 里東 勝点 得点 失点 得失点 順位 竜王 北里 希望ヶ丘 勝点 得点 失点 得失点 順位

中主 ＊ 竜王 ＊
金田 ＊ 北里 ＊
里東 ＊ 希望ヶ丘 ＊

●Ｂグループ ●Dグループ

レーク 篠原 大塚 勝点 得点 失点 得失点 順位 八幡 金城 青山 勝点 得点 失点 得失点 順位

レーク ＊ 八幡 ＊
篠原 ＊ 金城 ＊
大塚 ＊ 青山 ＊

　　　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⑧勝　　                　Ｂコート8勝 　　　    Ａコート⑧負　　　              　Ｂコート8負

   （　                   　　）　        （　　                   　）    （　　                     　）       （　                     　　）



 

株式会社

ウメムラ

株式会社ウメムラは、
篠原サッカークラブ・ジュニアを

応援します！





峯森工業は、
篠原サッカークラブ・ジュニアを応援します！



YOSHINORI　KATO

加藤エンジニアリングサービス
〒520-2352　滋賀県野洲市冨波乙665-1　アルティプラザ野洲402

TEL:077-588-3125　　FAX:077-588-3125
E-mail:kato_eng@ivory.plala.or.jp

代      表

加 藤　芳 則

tel:077-588-3125　　FAX:077-588-3125
tel:077-588-3125　　FAX:077-588-3125
tel:077-588-3125　　FAX:077-588-3125
tel:077-588-3125　　FAX:077-588-3125
tel:077-588-3125　　FAX:077-588-3125
tel:077-588-3125　　FAX:077-588-3125
tel:077-588-3125　　FAX:077-588-3125
tel:077-588-3125　　FAX:077-588-3125
tel:077-588-3125　　FAX:077-588-3125
tel:077-588-3125　　FAX:077-588-3125
tel:077-588-3125　　FAX:077-588-3125


篠原サッカークラブ・ジュニアを
応援します！

たこやき

祇王教室 指導者：中村

〒520-2304  滋賀県野洲市永原３０ 077-587-2069

田中安兵衛商店



〒521-1114 彦根市彦富町913-1



私たちも応援しています。
ガンバレ！篠原　魅せろ　輝け！ 篠原

寄付金

ご芳名

【卒団生保護者】

鈴木　照夫 藤田　真也 三崎利明
宮本慎一 早田健自 吉川直樹
尾崎秀彦 守岡千明 野口通隆
王本光功 三崎利明 竹内伸英
森下敏正 森下 広美 森下  惣市・慎也

【その他卒団生】

池本　守一

【平成２７年度　卒団生】

池本　充優 桂　　 良成 坂梨　仁都
篠田　純平 小林　竣平 坂梨　元基
古川　大夢 今井　嶺央 竹内　健人

【平成２８年度　卒団生】

福島　進之介 田中　柊生 佐藤　大地
佐藤　秀哉 上田　蒼真 北田　遥暉
藤田　悠平 峯森　誉 米元　竜雅
山脇　良斗 中村　響平

【平成２９年度　卒団生】

今井　孝宏 岩田　登美子
大森　義行 髙橋　保夫
山田　幸恵 谷　   亮人
井狩　透

　　　　　　順不同



寄付金

ご芳名

【スタッフ】
稲富　宗春 宇野　雅之
池本　晃一 水野　隆
黒川　正博

順不同

ふれあい積立金

育成会　会員(順不同）

平成３０年度　

【６年保護者】

寺田　勇人 道上　守邦
雲　　 淳矢 入江　晋介
松吉　貴弘 北村　将博

【５年保護者】

森　　 雅明 髙橋　正樹
岩田　登美子 小林　誠
中川　浩貴 松吉　貴弘
中村　喜代司 中嶋　博基
羽鳥　義人

【４年保護者】

入江　晋介 井ノ上　芳範
水沼　大 足達　憲和
北村　直也 北村　将博
中村　智志 桂　強之
河原　武司 山田　幸一

【３年保護者】
中村　智志 定　真史
新井　正義

順不同



試合会場

駐車場

篠原ふれあいカップ案内図
野洲市民グランド（旧中主Ｂ

拡大図

野洲市民

グランド




