
 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開開開開    催催催催    日日日日        平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年    ４４４４月月月月１１１１日日日日    ((((日日日日))))    

    

会会会会        場場場場        川口市立川口市立川口市立川口市立    神根東小学校神根東小学校神根東小学校神根東小学校    

            川口市立川口市立川口市立川口市立    神根中学校神根中学校神根中学校神根中学校    
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ごごごご    挨挨挨挨    拶拶拶拶    

    

    

早春早春早春早春のののの候候候候、、、、貴団貴団貴団貴団におかれましてはにおかれましてはにおかれましてはにおかれましては    益々益々益々益々ごごごご活躍活躍活躍活躍のことのことのことのこと推察申推察申推察申推察申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

日頃日頃日頃日頃からからからから神根東神根東神根東神根東サッカーサッカーサッカーサッカー少年団少年団少年団少年団ににににごごごご指導指導指導指導とごとごとごとご支援支援支援支援をいただきをいただきをいただきをいただき、、、、誠誠誠誠にににに有有有有りりりり難難難難うごうごうごうござざざざいまいまいまいま

すすすす。。。。    

新新新新６６６６年生年生年生年生によりますによりますによりますによります第第第第３７３７３７３７回回回回神根東招待神根東招待神根東招待神根東招待サッカーサッカーサッカーサッカー大会大会大会大会にごにごにごにご参加参加参加参加をいただきをいただきをいただきをいただき役員一同役員一同役員一同役員一同    

感謝感謝感謝感謝のののの気持気持気持気持ちでちでちでちで一杯一杯一杯一杯ですですですです。『。『。『。『サッカーサッカーサッカーサッカー』』』』をををを通通通通じじじじ    子供子供子供子供たちのたちのたちのたちの心身心身心身心身のののの育成育成育成育成をををを図図図図りりりり、、、、友情友情友情友情とととと

技術技術技術技術のののの向上向上向上向上にににに多少多少多少多少なりともおなりともおなりともおなりともお役役役役にににに立立立立てればてればてればてれば幸幸幸幸いですいですいですいです。。。。    

今後今後今後今後ともともともとも尚一層尚一層尚一層尚一層のごのごのごのご指導指導指導指導をををを承承承承りますようりますようりますようりますよう、、、、おおおお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

代代代代    表表表表    者者者者    

    

    

    

    

    

    

    

    

    大大大大    会会会会    役役役役    員員員員    

    

    大大大大    会会会会    会会会会    長長長長    荒荒荒荒    井井井井            明明明明    

    運運運運    営営営営    委員長委員長委員長委員長    飯飯飯飯    島島島島            登登登登    

    競競競競    技技技技    委員長委員長委員長委員長    佐佐佐佐    藤藤藤藤        隆隆隆隆    典典典典    

    競技競技競技競技・・・・運営委員運営委員運営委員運営委員    大大大大    澤澤澤澤            均均均均        佐々木佐々木佐々木佐々木            弘弘弘弘    

                野野野野    村村村村            靖靖靖靖        張張張張    替替替替        洋洋洋洋    一一一一    

                            平平平平    岡岡岡岡        功功功功    次次次次                        筒筒筒筒    井井井井        正正正正    彦彦彦彦    

                石石石石    井井井井        秀秀秀秀    一一一一        成成成成    田田田田            勉勉勉勉    

                蛯蛯蛯蛯    名名名名        航航航航    大大大大                        小小小小    澤澤澤澤        和和和和    巳巳巳巳    

小小小小    林林林林        雅雅雅雅    三三三三            

    

神根東神根東神根東神根東サッカーサッカーサッカーサッカー少年団少年団少年団少年団    父母父母父母父母・・・・ＯＢＯＢＯＢＯＢ    一同一同一同一同    
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第第第第３３３３７７７７回回回回    神根東招待神根東招待神根東招待神根東招待サッカーサッカーサッカーサッカー大会大会大会大会    要項要項要項要項    

    

期期期期        日日日日    平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日    ((((日日日日))))    

会会会会        場場場場    川口市立川口市立川口市立川口市立    神根東小学校神根東小学校神根東小学校神根東小学校・・・・神根中学校神根中学校神根中学校神根中学校    

主主主主        催催催催    神根東神根東神根東神根東サッカーサッカーサッカーサッカー少年団少年団少年団少年団    

参参参参    加加加加    費費費費    ６６６６,,,,００００００００００００円円円円    

参加参加参加参加チームチームチームチーム    川口市外川口市外川口市外川口市外：：：：    

    入江入江入江入江サッカースポーツサッカースポーツサッカースポーツサッカースポーツ少年団少年団少年団少年団（（（（静岡静岡静岡静岡市市市市））））        ２２２２チチチチ－－－－ムムムム    

上尾富士見上尾富士見上尾富士見上尾富士見サッカースポーツサッカースポーツサッカースポーツサッカースポーツ少年団少年団少年団少年団（（（（上尾市上尾市上尾市上尾市））））    

久喜東久喜東久喜東久喜東フットボールクラブフットボールクラブフットボールクラブフットボールクラブ((((久喜市久喜市久喜市久喜市))))    

ＦＣＦＣＦＣＦＣ    ＨＨＨＨｉｍａｗａｒｉｉｍａｗａｒｉｉｍａｗａｒｉｉｍａｗａｒｉ((((草加市草加市草加市草加市))))    

    川口市川口市川口市川口市内内内内：：：：    

    青木北青木北青木北青木北    ウィングスサッカーウィングスサッカーウィングスサッカーウィングスサッカー少年少年少年少年団団団団、、、、青木中央少年青木中央少年青木中央少年青木中央少年サッカークラブサッカークラブサッカークラブサッカークラブ、、、、

安行東安行東安行東安行東サッカーサッカーサッカーサッカー少年団少年団少年団少年団、、、、上青木少年上青木少年上青木少年上青木少年サッカークラブサッカークラブサッカークラブサッカークラブ、、、、    

鳩鳩鳩鳩ヶヶヶヶ谷谷谷谷キッキッキッキッカーズカーズカーズカーズサッカーサッカーサッカーサッカースポーツスポーツスポーツスポーツ少年団少年団少年団少年団、、、、    

戸塚戸塚戸塚戸塚フットボールクラブジュニアフットボールクラブジュニアフットボールクラブジュニアフットボールクラブジュニア、、、、神根東神根東神根東神根東サッカーサッカーサッカーサッカー少年団少年団少年団少年団    

試合方法試合方法試合方法試合方法    １１１１    試合時間試合時間試合時間試合時間    １５１５１５１５分分分分----５５５５分分分分----１５１５１５１５分分分分    

    ２２２２    ３３３３チームによるチームによるチームによるチームによる予選予選予選予選ブロックリーグブロックリーグブロックリーグブロックリーグ（Ａ～（Ａ～（Ａ～（Ａ～ＤＤＤＤ４４４４ブロックブロックブロックブロック））））    

        ブロックブロックブロックブロック同順位同順位同順位同順位によるによるによるによる順位決定順位決定順位決定順位決定戦戦戦戦    

    ３３３３    リーグリーグリーグリーグ戦戦戦戦順位決定方法順位決定方法順位決定方法順位決定方法        ①①①①勝点勝点勝点勝点（（（（勝勝勝勝３３３３点点点点・・・・分分分分１１１１点点点点・・・・負負負負００００点点点点））））    

②②②②得失点差得失点差得失点差得失点差    ③③③③総得点総得点総得点総得点    ④④④④直接対戦成績直接対戦成績直接対戦成績直接対戦成績    ⑤⑤⑤⑤ＰＫＰＫＰＫＰＫ戦戦戦戦    

表表表表        彰彰彰彰    １１１１    優優優優        勝勝勝勝                ：：：：賞状賞状賞状賞状・カップ・カップ・カップ・カップ((((持持持持ちちちち回回回回りりりり))))・・・・盾盾盾盾    

２２２２    準準準準    優優優優    勝勝勝勝            ：：：：賞状賞状賞状賞状・・・・盾盾盾盾    

３３３３    第第第第    ３３３３    位位位位（（（（２２２２チームチームチームチーム））））            ：：：：賞状賞状賞状賞状・・・・盾盾盾盾    

４４４４    敢闘賞敢闘賞敢闘賞敢闘賞（（（（２２２２位位位位リーグリーグリーグリーグ１１１１位位位位））））    ：：：：盾盾盾盾    

５５５５    優秀選手賞優秀選手賞優秀選手賞優秀選手賞                ：：：：メダルメダルメダルメダル（（（（各各各各チームチームチームチーム２２２２名名名名））））    

６６６６    参加賞参加賞参加賞参加賞                    ：：：：全全全全チームチームチームチーム    

参加資格参加資格参加資格参加資格    日本日本日本日本サッカーサッカーサッカーサッカー協会第協会第協会第協会第４４４４種種種種、、、、及及及及びびびび    スポーツスポーツスポーツスポーツ傷害保険傷害保険傷害保険傷害保険にににに加入加入加入加入するものするものするものするもの。。。。    

競技規定競技規定競技規定競技規定    サッカーサッカーサッカーサッカー競技規定競技規定競技規定競技規定(17(17(17(17----18181818 年度版年度版年度版年度版))))によるによるによるによる。。。。（（（（11111111 人制人制人制人制・フルコート・フルコート・フルコート・フルコート））））    

開開開開    会会会会    式式式式    開会式開会式開会式開会式はははは行行行行いませんいませんいませんいません。。。。    

閉閉閉閉    会会会会    式式式式    ＰＭＰＭＰＭＰＭ    ３３３３::::３３３３００００よりよりよりより    神根東小学校神根東小学校神根東小学校神根東小学校にてにてにてにて（（（（全全全全チームチームチームチーム参加参加参加参加ををををおおおお願願願願いしますいしますいしますいします））））    

審審審審        判判判判    各各各各チームにチームにチームにチームにごごごご協力協力協力協力おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。（（（（審判服着用審判服着用審判服着用審判服着用））））    

運運運運        営営営営    審判審判審判審判、、、、選手選手選手選手はははは試合試合試合試合５５５５分前分前分前分前にににに本部本部本部本部にににに集合集合集合集合してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

    ユニフォームユニフォームユニフォームユニフォーム色色色色はははは各各各各チームにてチームにてチームにてチームにて事前事前事前事前にににに打打打打ちちちち合合合合わせわせわせわせ、、、、決定決定決定決定してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。    

注意事項注意事項注意事項注意事項    当日当日当日当日はははは小雨決行小雨決行小雨決行小雨決行（（（（中止中止中止中止のののの場合場合場合場合ははははＡＭＡＭＡＭＡＭ６６６６::::２２２２００００迄迄迄迄にににに連絡致連絡致連絡致連絡致しますしますしますします。）。）。）。）    

    駐車場駐車場駐車場駐車場にににに限限限限りがありりがありりがありりがあり、、、、各各各各チームチームチームチーム４４４４台以内台以内台以内台以内とさせてとさせてとさせてとさせて頂頂頂頂きますきますきますきます。。。。    

    小学校小学校小学校小学校、、、、中学校中学校中学校中学校のののの校内校内校内校内はははは全面禁煙全面禁煙全面禁煙全面禁煙ですですですです。。。。スパイクスパイクスパイクスパイクのののの使用使用使用使用ＯＫＯＫＯＫＯＫですですですです。。。。    

連連連連    絡絡絡絡    先先先先    荒井荒井荒井荒井    明明明明        川口市差間川口市差間川口市差間川口市差間 1111----15151515----40404040    

                TELTELTELTEL    048048048048---- 297297297297----2842284228422842    携帯携帯携帯携帯    090090090090----3474347434743474----9091909190919091    



ＡＡＡＡブロックブロックブロックブロック 安行東安行東安行東安行東・・・・上青木上青木上青木上青木・・・・久喜東久喜東久喜東久喜東

ＢＢＢＢブロックブロックブロックブロック 青木北青木北青木北青木北・・・・神根東神根東神根東神根東・・・・入江入江入江入江ﾌﾟﾗﾁﾅﾌﾟﾗﾁﾅﾌﾟﾗﾁﾅﾌﾟﾗﾁﾅ

～～～～ －－－－

～～～～ －－－－

～～～～ －－－－

～～～～ －－－－

～～～～ －－－－

～～～～ －－－－

～～～～ －－－－

～～～～ －－－－

～～～～ －－－－

～～～～ －－－－

～～～～

ＢＢＢＢ１１１１位位位位 ＡＡＡＡ１１１１位位位位

ＡＢＡＢＡＢＡＢ１１１１勝勝勝勝ちちちち

神根東神根東神根東神根東 －－－－

入江入江入江入江ﾌﾟﾗﾁﾅﾌﾟﾗﾁﾅﾌﾟﾗﾁﾅﾌﾟﾗﾁﾅ －－－－ －－－－

－－－－

－－－－

勝勝勝勝　　　　点点点点 得失点得失点得失点得失点

青木北青木北青木北青木北 －－－－ －－－－

ＢＢＢＢ
青木北青木北青木北青木北 神根東神根東神根東神根東 入江入江入江入江ﾌﾟﾗﾁﾅﾌﾟﾗﾁﾅﾌﾟﾗﾁﾅﾌﾟﾗﾁﾅ

－－－－

久喜東久喜東久喜東久喜東 －－－－

－－－－

－－－－－－－－

安行東安行東安行東安行東

上青木上青木上青木上青木

ＡＡＡＡ
安行東安行東安行東安行東 上青木上青木上青木上青木 久喜東久喜東久喜東久喜東

BBBB

試合時間試合時間試合時間試合時間

10:3010:3010:3010:30 11:0511:0511:0511:05

青木北青木北青木北青木北

総得点総得点総得点総得点 順順順順　　　　位位位位

神根東神根東神根東神根東

対対対対　　　　　　　　戦戦戦戦

入江入江入江入江ﾌﾟﾗﾁﾅﾌﾟﾗﾁﾅﾌﾟﾗﾁﾅﾌﾟﾗﾁﾅ

勝勝勝勝　　　　点点点点 得失点得失点得失点得失点 総得点総得点総得点総得点

神根東神根東神根東神根東

13:2013:2013:2013:20

久喜東久喜東久喜東久喜東11:1011:1011:1011:10 11:4511:4511:4511:45

BBBB11:5011:5011:5011:50 12:2512:2512:2512:25

AAAA

神根東神根東神根東神根東

ＢＢＢＢ２２２２位位位位

神根東神根東神根東神根東

安行東安行東安行東安行東

本 部本 部本 部本 部

ＡＡＡＡ２２２２位位位位

久喜東久喜東久喜東久喜東

ＡＡＡＡ３３３３位位位位ＢＢＢＢ３３３３位位位位

ＢＢＢＢ２２２２位位位位

ＡＡＡＡ２２２２位位位位

ＣＤＣＤＣＤＣＤ１１１１勝勝勝勝ちちちち

ＡＡＡＡ１１１１位位位位 ＢＢＢＢ１１１１位位位位

ＡＡＡＡ３３３３位位位位 ＢＢＢＢ３３３３位位位位

副副副副　　　　審審審審主主主主　　　　審審審審

安行東安行東安行東安行東 上青木上青木上青木上青木

上青木上青木上青木上青木

本 部本 部本 部本 部

入江入江入江入江ﾌﾟﾗﾁﾅﾌﾟﾗﾁﾅﾌﾟﾗﾁﾅﾌﾟﾗﾁﾅ

上青木上青木上青木上青木

青木北青木北青木北青木北久喜東久喜東久喜東久喜東 入江入江入江入江ﾌﾟﾗﾁﾅﾌﾟﾗﾁﾅﾌﾟﾗﾁﾅﾌﾟﾗﾁﾅ

安行東安行東安行東安行東

青木北青木北青木北青木北

上青木上青木上青木上青木

入江入江入江入江ﾌﾟﾗﾁﾅﾌﾟﾗﾁﾅﾌﾟﾗﾁﾅﾌﾟﾗﾁﾅ

ブロックブロックブロックブロック

AAAA

13:2513:2513:2513:25 14:0014:0014:0014:00

順位順位順位順位

AB1AB1AB1AB1位位位位

14:4514:4514:4514:45 15:2015:2015:2015:20

14:0514:0514:0514:05 14:4014:4014:4014:40

3

12:4512:4512:4512:45

順順順順　　　　位位位位

久喜東久喜東久喜東久喜東 安行東安行東安行東安行東

予選リーグの結果によって順位戦の順番が入れ替わる事があります（審判含む）

青木北青木北青木北青木北

BBBB

AAAA

順位順位順位順位

AB3AB3AB3AB3位位位位

閉 会 式 閉 会 式 閉 会 式 閉 会 式 （（（（神根東小神根東小神根東小神根東小））））

9:509:509:509:50 11:2511:2511:2511:25

9:109:109:109:10 9:459:459:459:45

8:308:308:308:30 9:059:059:059:05

試 合 日 程試 合 日 程試 合 日 程試 合 日 程

15:3015:3015:3015:30

会 場会 場会 場会 場　　　　　　　　神根東 小学校神根東 小学校神根東 小学校神根東 小学校

順位順位順位順位

AB2AB2AB2AB2位位位位

決勝戦決勝戦決勝戦決勝戦



ＣＣＣＣブロックブロックブロックブロック FC HimawariFC HimawariFC HimawariFC Himawari・・・・青木中央青木中央青木中央青木中央・・・・上尾富士見上尾富士見上尾富士見上尾富士見

ＤＤＤＤブロックブロックブロックブロック 鳩鳩鳩鳩ヶヶヶヶ谷谷谷谷KKKK・・・・戸塚戸塚戸塚戸塚・・・・入江入江入江入江ﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｯｸ

～～～～ －－－－

～～～～ －－－－

～～～～ －－－－

～～～～ －－－－

～～～～ －－－－

～～～～ －－－－

～～～～ －－－－

～～～～ －－－－

～～～～ －－－－

～～～～ －－－－

～～～～

ＣＣＣＣ１１１１位位位位

14:4514:4514:4514:45 15:2015:2015:2015:20
敢闘賞戦敢闘賞戦敢闘賞戦敢闘賞戦

２２２２位位位位パートパートパートパート決勝決勝決勝決勝

ＡＢＡＢＡＢＡＢ２２２２勝勝勝勝ちちちち

14:0514:0514:0514:05 14:4014:4014:4014:40

順位順位順位順位

CD3CD3CD3CD3位位位位

ＣＣＣＣ３３３３位位位位 ＤＤＤＤ３３３３位位位位

4

ＣＤＣＤＣＤＣＤ２２２２勝勝勝勝ちちちち ＡＢＡＢＡＢＡＢ２２２２負負負負けけけけ ＣＤＣＤＣＤＣＤ２２２２負負負負けけけけ

15:3015:3015:3015:30 閉 会 式 閉 会 式 閉 会 式 閉 会 式 （（（（神根東小神根東小神根東小神根東小））））

ＤＤＤＤ１１１１位位位位

ＣＣＣＣ３３３３位位位位

11:5011:5011:5011:50 12:2512:2512:2512:25

13:2513:2513:2513:25 14:0014:0014:0014:00

順位順位順位順位

CD1CD1CD1CD1位位位位

ＣＣＣＣ１１１１位位位位 ＤＤＤＤ１１１１位位位位 ＣＣＣＣ２２２２位位位位 ＤＤＤＤ２２２２位位位位

12:4512:4512:4512:45 13:2013:2013:2013:20

順位順位順位順位

CD2CD2CD2CD2位位位位

ＣＣＣＣ２２２２位位位位 ＤＤＤＤ２２２２位位位位 ＤＤＤＤ３３３３位位位位

戸塚戸塚戸塚戸塚 入江入江入江入江ﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｯｸ

上尾富士見上尾富士見上尾富士見上尾富士見鳩鳩鳩鳩ヶヶヶヶ谷谷谷谷KKKK

青木中央青木中央青木中央青木中央

入江入江入江入江ﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｯｸ

戸塚戸塚戸塚戸塚 入江入江入江入江ﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｯｸ

10:3010:3010:3010:30 11:0511:0511:0511:05

FCFCFCFC

HimawariHimawariHimawariHimawari

青木中央青木中央青木中央青木中央

9:509:509:509:50 11:2511:2511:2511:25 上尾富士見上尾富士見上尾富士見上尾富士見

FCFCFCFC

HimawariHimawariHimawariHimawari

入江入江入江入江ﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｯｸ

入江入江入江入江ﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｯｸ

鳩鳩鳩鳩ヶヶヶヶ谷谷谷谷KKKK

9:109:109:109:10 9:459:459:459:45 鳩鳩鳩鳩ヶヶヶヶ谷谷谷谷KKKK 戸塚戸塚戸塚戸塚

副副副副　　　　審審審審

8:308:308:308:30 9:059:059:059:05

FCFCFCFC

HimawariHimawariHimawariHimawari

対対対対　　　　　　　　戦戦戦戦 主主主主　　　　審審審審

－－－－ －－－－

戸塚戸塚戸塚戸塚 －－－－ －－－－

鳩鳩鳩鳩ヶヶヶヶ谷谷谷谷KKKK －－－－ －－－－

総得点総得点総得点総得点 順順順順　　　　位位位位

総得点総得点総得点総得点 順順順順　　　　位位位位勝勝勝勝　　　　点点点点

試 合 日 程試 合 日 程試 合 日 程試 合 日 程

会 場会 場会 場会 場　　　　　　　　神根 中学校神根 中学校神根 中学校神根 中学校

ＣＣＣＣ

FCFCFCFC

HimawariHimawariHimawariHimawari

得失点得失点得失点得失点青木中央青木中央青木中央青木中央 上尾富士見上尾富士見上尾富士見上尾富士見

青木中央青木中央青木中央青木中央 －－－－ －－－－

FCFCFCFC

HimawariHimawariHimawariHimawari

－－－－

入江入江入江入江ﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾗｯｸ 勝勝勝勝　　　　点点点点

－－－－

得失点得失点得失点得失点

上尾富士見上尾富士見上尾富士見上尾富士見 －－－－

ＤＤＤＤ
鳩鳩鳩鳩ヶヶヶヶ谷谷谷谷KKKK

－－－－

戸塚戸塚戸塚戸塚

ブロックブロックブロックブロック

予選リーグの結果によって順位戦の順番が入れ替わる事があります（審判含む）

DDDD

CCCC

DDDD
上尾富士見上尾富士見上尾富士見上尾富士見

FCFCFCFC

HimawariHimawariHimawariHimawari

鳩鳩鳩鳩ヶヶヶヶ谷谷谷谷KKKK 戸塚戸塚戸塚戸塚

試合時間試合時間試合時間試合時間

11:1011:1011:1011:10 11:4511:4511:4511:45 青木中央青木中央青木中央青木中央 上尾富士見上尾富士見上尾富士見上尾富士見

CCCC

DDDD

CCCC

青木中央青木中央青木中央青木中央



5 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆    栄光栄光栄光栄光のののの記録記録記録記録    ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆    

第第第第１１１１回大会回大会回大会回大会        （（（（昭和昭和昭和昭和５７５７５７５７年年年年））））    草加東草加東草加東草加東サッカーサッカーサッカーサッカー少年団少年団少年団少年団    

第第第第２２２２回大会回大会回大会回大会        （（（（昭和昭和昭和昭和５８５８５８５８年年年年））））    草加東草加東草加東草加東サッカーサッカーサッカーサッカー少年団少年団少年団少年団    ・・・・    常盤常盤常盤常盤サッカースポーツサッカースポーツサッカースポーツサッカースポーツ少年団少年団少年団少年団    

第第第第３３３３回大会回大会回大会回大会        （（（（昭和昭和昭和昭和５９５９５９５９年年年年））））    岩槻新和岩槻新和岩槻新和岩槻新和サッカースポーツサッカースポーツサッカースポーツサッカースポーツ少年団少年団少年団少年団    

第第第第４４４４回大会回大会回大会回大会        （（（（昭和昭和昭和昭和６０６０６０６０年年年年））））    慈林慈林慈林慈林サッカーサッカーサッカーサッカー少年団少年団少年団少年団    

第第第第５５５５回大会回大会回大会回大会        （（（（昭和昭和昭和昭和６１６１６１６１年年年年））））    神根東神根東神根東神根東サッカーサッカーサッカーサッカー少年団少年団少年団少年団    

第第第第６６６６回大会回大会回大会回大会        （（（（昭和昭和昭和昭和６２６２６２６２年年年年））））    川口中央川口中央川口中央川口中央サッカークラブサッカークラブサッカークラブサッカークラブ    

第第第第７７７７回大会回大会回大会回大会        （（（（昭昭昭昭和和和和６３６３６３６３年年年年））））    慈林慈林慈林慈林サッカーサッカーサッカーサッカー少年団少年団少年団少年団    

第第第第８８８８回大会回大会回大会回大会        （（（（平成平成平成平成    元年元年元年元年））））    安行東安行東安行東安行東サッカーサッカーサッカーサッカー少年団少年団少年団少年団    

第第第第９９９９回大会回大会回大会回大会        （（（（平成平成平成平成    ２２２２年年年年））））    入江入江入江入江サッカースポーツサッカースポーツサッカースポーツサッカースポーツ少年団少年団少年団少年団    

第第第第１０１０１０１０回大会回大会回大会回大会    （（（（平成平成平成平成    ３３３３年年年年））））    スポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブスポーツクラブ    サンロクマルサンロクマルサンロクマルサンロクマル    

第第第第１１１１１１１１回大会回大会回大会回大会    （（（（平成平成平成平成    ４４４４年年年年））））    入江入江入江入江サッカースポーツサッカースポーツサッカースポーツサッカースポーツ少年団少年団少年団少年団    （（（（鈴木啓太鈴木啓太鈴木啓太鈴木啓太選手選手選手選手参加参加参加参加））））    

第第第第１２１２１２１２回大会回大会回大会回大会    （（（（平成平成平成平成    ５５５５年年年年））））    上尾富士見上尾富士見上尾富士見上尾富士見サッカースポーツサッカースポーツサッカースポーツサッカースポーツ少年団少年団少年団少年団    

第第第第１３１３１３１３回大会回大会回大会回大会    （（（（平成平成平成平成    ６６６６年年年年））））    入江入江入江入江サッカースポーツサッカースポーツサッカースポーツサッカースポーツ少年団少年団少年団少年団    

第第第第１４１４１４１４回大会回大会回大会回大会    （（（（平成平成平成平成    ７７７７年年年年））））    入江入江入江入江サッカースポーツサッカースポーツサッカースポーツサッカースポーツ少年団少年団少年団少年団    

第第第第１５１５１５１５回大会回大会回大会回大会    （（（（平成平成平成平成    ８８８８年年年年））））    上尾富士見上尾富士見上尾富士見上尾富士見サッカースポーツサッカースポーツサッカースポーツサッカースポーツ少年団少年団少年団少年団    

第第第第１６１６１６１６回大会回大会回大会回大会    （（（（平成平成平成平成    ９９９９年年年年））））    戸塚戸塚戸塚戸塚フットボールクラブジュニアフットボールクラブジュニアフットボールクラブジュニアフットボールクラブジュニア    

第第第第１７１７１７１７回大会回大会回大会回大会    （（（（平成平成平成平成１０１０１０１０年年年年））））    ＦＦＦＦＣＣＣＣ大宮大宮大宮大宮（（（（参考参考参考参考））））    

第第第第１８１８１８１８回大会回大会回大会回大会    （（（（平成平成平成平成１１１１１１１１年年年年））））    新曽新曽新曽新曽ＦＣＦＣＦＣＦＣスポーツスポーツスポーツスポーツ少年団少年団少年団少年団    

第第第第１９１９１９１９回大会回大会回大会回大会    （（（（平成平成平成平成１２１２１２１２年年年年））））    安行東安行東安行東安行東サッカーサッカーサッカーサッカー少年団少年団少年団少年団    

第第第第２０２０２０２０回大会回大会回大会回大会    （（（（平成平成平成平成１３１３１３１３年年年年））））    戸塚戸塚戸塚戸塚フットボールクラブジュニアフットボールクラブジュニアフットボールクラブジュニアフットボールクラブジュニア    

第第第第２１２１２１２１回大会回大会回大会回大会    （（（（平成平成平成平成１４１４１４１４年年年年））））    入江入江入江入江サッカースポーツサッカースポーツサッカースポーツサッカースポーツ少年団少年団少年団少年団    

第第第第２２２２２２２２回大会回大会回大会回大会    （（（（平成平成平成平成１５１５１５１５年年年年））））    戸塚戸塚戸塚戸塚フットボールクラブジュニアフットボールクラブジュニアフットボールクラブジュニアフットボールクラブジュニア    

第第第第２３２３２３２３回大会回大会回大会回大会    （（（（平成平成平成平成１６１６１６１６年年年年））））    戸塚戸塚戸塚戸塚フットボールクラブジュニアフットボールクラブジュニアフットボールクラブジュニアフットボールクラブジュニア    

第第第第２４２４２４２４回大会回大会回大会回大会    （（（（平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年））））    戸塚戸塚戸塚戸塚フットボールクラブジュニアフットボールクラブジュニアフットボールクラブジュニアフットボールクラブジュニア    

第第第第２５２５２５２５回大会回大会回大会回大会    （（（（平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年））））    上尾富士見上尾富士見上尾富士見上尾富士見サッカースポーツサッカースポーツサッカースポーツサッカースポーツ少年団少年団少年団少年団    

第第第第２６２６２６２６回大会回大会回大会回大会    （（（（平平平平成成成成１９１９１９１９年年年年））））    戸塚戸塚戸塚戸塚フットボールクラブジュニアフットボールクラブジュニアフットボールクラブジュニアフットボールクラブジュニア    

第第第第２７２７２７２７回大会回大会回大会回大会    （（（（平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年））））    安行東安行東安行東安行東サッカーサッカーサッカーサッカー少年団少年団少年団少年団    

第第第第２８２８２８２８回大会回大会回大会回大会    （（（（平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年））））    安行東安行東安行東安行東サッカーサッカーサッカーサッカー少年団少年団少年団少年団    

第第第第２９２９２９２９回大会回大会回大会回大会    （（（（平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年））））    安行東安行東安行東安行東サッカーサッカーサッカーサッカー少年団少年団少年団少年団    

第第第第３０３０３０３０回大会回大会回大会回大会    （（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年））））    新郷少年新郷少年新郷少年新郷少年サッカークラブサッカークラブサッカークラブサッカークラブ    

第第第第３３３３１１１１回大会回大会回大会回大会    （（（（平成平成平成平成２２２２４４４４年年年年））））    安行東安行東安行東安行東サッカーサッカーサッカーサッカー少年団少年団少年団少年団    

第第第第３３３３２２２２回大会回大会回大会回大会    （（（（平成平成平成平成２２２２５５５５年年年年））））    戸塚戸塚戸塚戸塚フットボールクラブジュニアフットボールクラブジュニアフットボールクラブジュニアフットボールクラブジュニア    

第第第第３３３３３３３３回大会回大会回大会回大会    （（（（平成平成平成平成２２２２６６６６年年年年））））    入江入江入江入江サッカースポーツサッカースポーツサッカースポーツサッカースポーツ少年団少年団少年団少年団    

第第第第３３３３４４４４回大会回大会回大会回大会    （（（（平成平成平成平成２２２２７７７７年年年年））））    久喜東久喜東久喜東久喜東フットボールクラブフットボールクラブフットボールクラブフットボールクラブ    

第第第第３３３３５５５５回大会回大会回大会回大会    （（（（平成平成平成平成２２２２８８８８年年年年））））    安行東安行東安行東安行東サッカサッカサッカサッカ－－－－少年団少年団少年団少年団    

第第第第３３３３６６６６回大会回大会回大会回大会    （（（（平成平成平成平成２２２２９９９９年年年年））））    上尾冨士見上尾冨士見上尾冨士見上尾冨士見サッカサッカサッカサッカ－－－－スポスポスポスポ－－－－ツツツツ少年団少年団少年団少年団    

第第第第３３３３７７７７回大会回大会回大会回大会    （（（（平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年））））    ？？？？        ？？？？        ？？？？        ？？？？        ？？？？    



角田 実角田 実角田 実角田 実 〒154-0011〒154-0011〒154-0011〒154-0011 世田谷区上馬4-3-11世田谷区上馬4-3-11世田谷区上馬4-3-11世田谷区上馬4-3-11 ℡03-3418-0380℡03-3418-0380℡03-3418-0380℡03-3418-0380

武内 秀美武内 秀美武内 秀美武内 秀美 〒332-0031〒332-0031〒332-0031〒332-0031 川口市青木3-18-21川口市青木3-18-21川口市青木3-18-21川口市青木3-18-21 ℡048-251-8719℡048-251-8719℡048-251-8719℡048-251-8719

石井 啓雅石井 啓雅石井 啓雅石井 啓雅 〒362-0017〒362-0017〒362-0017〒362-0017 上尾市二上尾市二上尾市二上尾市二ツツツツ宮937宮937宮937宮937 ℡090-6028-3943℡090-6028-3943℡090-6028-3943℡090-6028-3943

安部 満弘安部 満弘安部 満弘安部 満弘 〒334-0052〒334-0052〒334-0052〒334-0052 川口市安行出羽5-3-2川口市安行出羽5-3-2川口市安行出羽5-3-2川口市安行出羽5-3-2 ℡048-294-4281℡048-294-4281℡048-294-4281℡048-294-4281

岩科 好治岩科 好治岩科 好治岩科 好治 〒424-0046〒424-0046〒424-0046〒424-0046 静岡市清水区西大曲町5-5静岡市清水区西大曲町5-5静岡市清水区西大曲町5-5静岡市清水区西大曲町5-5 ℡054-364-7529℡054-364-7529℡054-364-7529℡054-364-7529

岩科 好治岩科 好治岩科 好治岩科 好治 〒424-0046〒424-0046〒424-0046〒424-0046 静岡市清水区西大曲町5-5静岡市清水区西大曲町5-5静岡市清水区西大曲町5-5静岡市清水区西大曲町5-5 ℡054-364-7529℡054-364-7529℡054-364-7529℡054-364-7529

田中 富美夫田中 富美夫田中 富美夫田中 富美夫 〒333-0845〒333-0845〒333-0845〒333-0845 川口市上青木西5-2-28川口市上青木西5-2-28川口市上青木西5-2-28川口市上青木西5-2-28 ℡048-265-3737℡048-265-3737℡048-265-3737℡048-265-3737

松島 宏明松島 宏明松島 宏明松島 宏明 〒346-0013〒346-0013〒346-0013〒346-0013 久喜市青葉4-13-7久喜市青葉4-13-7久喜市青葉4-13-7久喜市青葉4-13-7 ℡0480-53-5539℡0480-53-5539℡0480-53-5539℡0480-53-5539

賀嶋 英俊賀嶋 英俊賀嶋 英俊賀嶋 英俊 〒333-0803〒333-0803〒333-0803〒333-0803 川口市藤兵衛新田158川口市藤兵衛新田158川口市藤兵衛新田158川口市藤兵衛新田158 ℡090-1032-5306℡090-1032-5306℡090-1032-5306℡090-1032-5306

真開 隆史真開 隆史真開 隆史真開 隆史 〒334-0004〒334-0004〒334-0004〒334-0004 川口市辻606-2 鳩川口市辻606-2 鳩川口市辻606-2 鳩川口市辻606-2 鳩ヶヶヶヶ谷谷谷谷ｽｶｲﾊｲﾂ808ｽｶｲﾊｲﾂ808ｽｶｲﾊｲﾂ808ｽｶｲﾊｲﾂ808 ℡090-5310-6521℡090-5310-6521℡090-5310-6521℡090-5310-6521

原田 美唆夫原田 美唆夫原田 美唆夫原田 美唆夫 〒340-0041〒340-0041〒340-0041〒340-0041 草加市松原4-7-29草加市松原4-7-29草加市松原4-7-29草加市松原4-7-29 ℡048-942-1954℡048-942-1954℡048-942-1954℡048-942-1954

荒井 明荒井 明荒井 明荒井 明 〒333-0816〒333-0816〒333-0816〒333-0816 川口市差間1-15-40川口市差間1-15-40川口市差間1-15-40川口市差間1-15-40 ℡048-297-2842℡048-297-2842℡048-297-2842℡048-297-2842

Ｆ Ｃ　Ｈ ｉ ｍ ａ ｗ ａ ｒ ｉＦ Ｃ　Ｈ ｉ ｍ ａ ｗ ａ ｒ ｉＦ Ｃ　Ｈ ｉ ｍ ａ ｗ ａ ｒ ｉＦ Ｃ　Ｈ ｉ ｍ ａ ｗ ａ ｒ ｉ

神根東神根東神根東神根東サッカサッカサッカサッカ－－－－少年団少年団少年団少年団

参参参参　　　　加加加加　　　　チチチチ　－　　－　　－　　－　ムムムム

入江入江入江入江サッカサッカサッカサッカ－－－－スポスポスポスポ－－－－ツツツツ少年団少年団少年団少年団（（（（１１１１））））

入江入江入江入江サッカサッカサッカサッカ－－－－スポスポスポスポ－－－－ツツツツ少年団少年団少年団少年団（（（（２２２２））））

上青木 少年上青木 少年上青木 少年上青木 少年サッカサッカサッカサッカ－－－－クラブクラブクラブクラブ

久喜東久喜東久喜東久喜東フットボフットボフットボフットボ－－－－ルクラブルクラブルクラブルクラブ

戸塚戸塚戸塚戸塚フットボフットボフットボフットボ－－－－ルクラブジュニアルクラブジュニアルクラブジュニアルクラブジュニア

鳩鳩鳩鳩ヶヶヶヶ谷谷谷谷キッカキッカキッカキッカ－－－－ズ サッカズ サッカズ サッカズ サッカ－－－－スポスポスポスポ－－－－ツツツツ少年団少年団少年団少年団

青木北青木北青木北青木北ウィングス サッカウィングス サッカウィングス サッカウィングス サッカ－－－－少年団少年団少年団少年団

青木中央 少年青木中央 少年青木中央 少年青木中央 少年サッカサッカサッカサッカ－－－－クラブクラブクラブクラブ

上尾富士見上尾富士見上尾富士見上尾富士見サッカサッカサッカサッカ－－－－スポスポスポスポ－－－－ツツツツ少年団少年団少年団少年団

安行東安行東安行東安行東サッカサッカサッカサッカ－－－－少年団少年団少年団少年団
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