
日時 ：　令和２年 ２月 ９日（日）

場所 ：　彦根市　荒神山グランド

主催 ：　豊栄ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ（豊郷町ｽﾎﾟｰﾂ少年団ｻｯｶｰ部）

協力 ：　豊栄ｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ育成会

　  豊栄ｸﾗﾌﾞ（滋賀県社会人連盟）

後援 ：　豊郷町教育委員会　　豊郷町スポーツ協会

　  豊郷済美会

協賛 ：　別紙に掲載

第３回

豊栄杯サッカー大会
（３年生大会）



㈲ヤマダ油脂　　　丸橋建設㈱　　　㈲宮川石油

お好み焼き　きくちゃん　　　大野精肉店

名代近江牛　肉のアキオ　　　堀　貴登

㈱Ｅ’Ｆコーポレーション　　　ファームつばきはら

油藤商事㈱　　　ちゅうた　　　㈲ティケィテクノ

浅居設備　　　原左官工業　　　早川工務店

彦根道路㈱　　　元持工務店　　　豊辰

北川建柱㈱　　　㈱ボクシー　　　風花

協賛いただいた企業の皆様（順不同）



競技方法 午前 ： 予選リーグ戦（３チーム×４グループ）
　　　　◇勝ち点（勝：３点、分：１点、負：０点）により順位を決定する
　　　　◇勝ち点が同じ場合は　①得失点差 ②多得点 ③直接対決 ④抽選
午後 ： 同順位同士による順位決定トーナメント戦
　　　　◇同点の場合は１人目からサドンデスによるPK戦（各決勝のみ３人制）

競技時間 １５分ー５分ー１５分（アディショナルタイムはなし）

参加チーム １２チーム

組合せ 別紙のとおり
　　　　◇組合せは主催者にて抽選により決めさせていただきます

競技規則 ①参加対象は３年生以下とする
②８人制とする
③現行の日本サッカー協会競技規則に準ずる （自由交代とする）
④審判への抗議は一切しないでください

審判 ①主審１人制とします
②主審については組合せ表とおりでお願いします
　　※対応が困難な場合は本部に連絡いただければ対応します
③服装については選手と区別のつきやすい服装でお願いします

参加費 ３,０００円

表彰 優勝 トロフィー・賞状 準優勝 トロフィー・賞状
第３位 トロフィー・賞状 第４位 盾・賞状
敢闘賞 盾（２位優勝） 努力賞 盾（３位優勝）
ＭＶＰ 各チームから１名選出

その他 ①開会式は行いませんので本部にて受付をしてください
②シート・テント等は各チームで準備ください
③予備ユニフォームの準備をお願いします（ビブスでも可）
④アップ等は空きスペースを使用していただいて結構ですが
　　当日は他チームが練習場所として利用されていますので、練習の
　　邪魔にならないようにお願いします
⑤ゴミは各チームで必ずお持ち帰りください
⑥試合中のケガ等については応急処置は行いますが、その後の
　　処置については各チームの責任にてお願いします
⑦参加選手についてはスポーツ保険への加入をお願いします
⑧グランド内（土のエリア）は禁煙ですので徹底をお願いします
⑨駐車場内の通路および身体障害者への駐車は禁止としますので
　　必ず白線内に駐車をお願いします
⑩小雨決行とさせていただきますが、やむを得ず中止の場合は
　　当日６時３０分ごろに各チーム代表者に連絡を入れさせていただきます

連絡先 指導者代表　　長谷川博一　　０９０－３２８７－１２９４

開　催　要　項



　【予選グループ】

　【タイムテーブル】

① - -

② - -

③ - -

④ - -

⑤ - -

⑥ - -

⑦ - -

⑧ - -

⑨ - -

⑩ - -

⑪ - -

※前試合終了３分前にはコート付近で待機していただき、進行がスムーズに進みますよう

　　各チームのご協力をよろしくお願いします

⑩Ｂ勝

16：00 閉 会 式 お よ び 表 彰 式　　　　

15：10 ⑨Ａ勝 ⑨Ｂ勝 ⑩Ａ勝 ⑨Ａ負 ⑨Ｂ負

⑧Ｂ勝

14：30 ⑦Ａ勝 ⑧Ａ勝 ⑨Ａ勝 ⑦Ｂ勝 ⑧Ｂ勝 ⑨Ｂ勝

13：50 ア１位 イ１位 ⑧Ａ勝 ウ１位 エ１位

エ１位

13：10 ウ２位 エ２位 ⑦Ａ勝 ウ３位 エ３位 ⑦Ｂ勝

12：30 ア２位 イ２位 ウ１位 ア３位 イ３位

篠原

11：50 八日市北 プライマリー 亀山 豊栄 長浜ｻｳｽ 湖北

11：10 金城 亀山 五個荘 愛知 湖北

豊栄

10：30 五個荘 プライマリー 能登川 篠原 長浜ｻｳｽ ＦＥＡＴ

09：50 能登川 亀山 八日市北 ＦＥＡＴ 湖北

主催者

09：10 五個荘 八日市北 金城 篠原 豊栄 愛知

08：30 能登川 金城 主催者 ＦＥＡＴ 愛知

時間 Aコート 主審 Bコート 主審

湖北 長浜ｻｳｽ

愛知 豊栄

ＦＥＡＴ 篠原

イ ＦＥＡＴ 愛知 湖北 エ 篠原 豊栄 長浜ｻｳｽ

亀山 プライマリー

金城 八日市北

能登川 五個荘

組　合　せ　表

ア 能登川 金城 亀山 ウ 五個荘 八日市北 プライマリー



勝点 勝 分 負 得点 失点 得失 順位

勝点 勝 分 負 得点 失点 得失 順位

勝点 勝 分 負 得点 失点 得失 順位

勝点 勝 分 負 得点 失点 得失 順位

豊栄

長浜ｻｳｽ

エ 篠原 豊栄 長浜ｻｳｽ

篠原

八日市北

プライマリー

ウ 五個荘 八日市北 プライマリー

五個荘

愛知

湖北

イ ＦＥＡＴ 愛知 湖北

ＦＥＡＴ

金城

亀山

ア 能登川 金城 亀山

能登川



　【１位トーナメント】

　【２位トーナメント】

　【３位トーナメント】

ア３位 イ３位 ウ３位 エ３位

優　勝

ア１位 イ１位 ウ１位 エ１位

優　勝

ア２位 イ２位 ウ２位 エ２位

優　勝


