
 

第第第第９９９９回回回回    徳田杯徳田杯徳田杯徳田杯    新新新新４４４４年生大会年生大会年生大会年生大会    要項要項要項要項    

    

主主主主        旨旨旨旨    今大会今大会今大会今大会をををを通通通通じゴールデンエイジじゴールデンエイジじゴールデンエイジじゴールデンエイジ期期期期のののの児童児童児童児童のののの健全健全健全健全なるなるなるなる育成及育成及育成及育成及びびびび、、、、    

スキルのスキルのスキルのスキルの向上向上向上向上にににに寄与寄与寄与寄与するするするする。。。。    

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２９２９２９２９日日日日（（（（日日日日））））    【【【【４４４４月月月月１５１５１５１５日日日日よよよよりりりり雨天順延雨天順延雨天順延雨天順延にににに】】】】        

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グランドグランドグランドグランド    

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    ５５５５,,,,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    市外市外市外市外：：：：    大宮南大宮南大宮南大宮南ウィングスウィングスウィングスウィングス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、、、、    

草加草加草加草加西町西町西町西町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、、、、ＦＣＦＣＦＣＦＣ    ＨｉｍａｗａｒｉＨｉｍａｗａｒｉＨｉｍａｗａｒｉＨｉｍａｗａｒｉ    

市内市内市内市内：：：：    飯塚少年飯塚少年飯塚少年飯塚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、、、、ＦＣＫＹＦＣＫＹＦＣＫＹＦＣＫＹ、、、、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    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    

        午午午午    前前前前    ::::    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    

        午午午午    後後後後    ::::    各各各各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    

    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::::        トロフィートロフィートロフィートロフィー    贈呈贈呈贈呈贈呈    

    ２２２２    準優勝準優勝準優勝準優勝::::        トロフィートロフィートロフィートロフィー    贈呈贈呈贈呈贈呈    

    ３３３３    ３３３３    位位位位::::        トロフィートロフィートロフィートロフィー    贈呈贈呈贈呈贈呈    

    ４４４４    敢闘賞敢闘賞敢闘賞敢闘賞::::        ４４４４位位位位にににに楯楯楯楯    贈呈贈呈贈呈贈呈    

    ５５５５    努力賞努力賞努力賞努力賞::::        ５５５５位位位位、、、、６６６６位位位位にににに楯楯楯楯    贈呈贈呈贈呈贈呈    

    ６６６６    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））））    

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種及種及種及種及びびびび、、、、日本日本日本日本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にににに登録登録登録登録するものするものするものするもの。。。。    

    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    １１１１１１１１人制人制人制人制、、、、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によるによるによるによる。。。。    

閉閉閉閉    会会会会    式式式式    ＰＭＰＭＰＭＰＭ    ２２２２::::５０５０５０５０～～～～    （（（（全全全全チームチームチームチームのののの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。。。。    

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がががが少少少少ないのでないのでないのでないので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でおでおでおでお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。（。（。（。（駐車証駐車証駐車証駐車証ををををホーホーホーホー

ムページよりダウンロードムページよりダウンロードムページよりダウンロードムページよりダウンロードししししてててて各車各車各車各車のダッシュボードにのダッシュボードにのダッシュボードにのダッシュボードに置置置置いていていていて下下下下さいさいさいさい。。。。））））    

    小学校小学校小学校小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。。。。神根東公民館神根東公民館神根東公民館神根東公民館のののの使用使用使用使用はははは禁止禁止禁止禁止しますしますしますします。。。。    

        

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 飯 塚飯 塚飯 塚飯 塚・・・・FC HimawariFC HimawariFC HimawariFC Himawari・・・・大宮南大宮南大宮南大宮南

ＢＢＢＢブロックブロックブロックブロック FCKYFCKYFCKYFCKY・・・・草加西町草加西町草加西町草加西町・・・・神根東神根東神根東神根東

－－－－

FCKYFCKYFCKYFCKY

草加西町草加西町草加西町草加西町 －－－－
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－－－－ －－－－

総得点総得点総得点総得点 順順順順　　　　位位位位
ＢＢＢＢ

FCKYFCKYFCKYFCKY 神根東神根東神根東神根東 草加西町草加西町草加西町草加西町 勝勝勝勝　　　　点点点点 得失点得失点得失点得失点
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飯 塚飯 塚飯 塚飯 塚 ひまわりひまわりひまわりひまわり 大宮南大宮南大宮南大宮南

飯 塚飯 塚飯 塚飯 塚

ひまわりひまわりひまわりひまわり

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

試 合 日 程試 合 日 程試 合 日 程試 合 日 程

予 選 予 選 予 選 予 選 リ ー グリ ー グリ ー グリ ー グ

順順順順　　　　位位位位
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大宮南大宮南大宮南大宮南

ブロックブロックブロックブロック
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ＡＡＡＡ１１１１位位位位 ＢＢＢＢ１１１１位位位位 ＢＢＢＢ２２２２位位位位 ＡＡＡＡ２２２２位位位位

神根東神根東神根東神根東

FCKYFCKYFCKYFCKY

11:1011:1011:1011:10 11:4511:4511:4511:45

11:5011:5011:5011:50

神根東神根東神根東神根東

順 位 決 定 戦順 位 決 定 戦順 位 決 定 戦順 位 決 定 戦

大宮南大宮南大宮南大宮南

AAAA

BBBB

ＢＢＢＢ２２２２位位位位
ＡＡＡＡ３３３３位位位位

12:4512:4512:4512:45

ＢＢＢＢ３３３３位位位位

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

3位3位3位3位

決定戦決定戦決定戦決定戦

ＡＡＡＡ２２２２位位位位

11:0511:0511:0511:05 大宮南大宮南大宮南大宮南 飯 塚飯 塚飯 塚飯 塚

13:2013:2013:2013:20

ＡＡＡＡ１１１１位位位位ＢＢＢＢ１１１１位位位位

12:2512:2512:2512:25

ＡＡＡＡ３３３３位位位位

ひまわりひまわりひまわりひまわり

予選リーグの結果によって試合の順番が入れ替わる事があります

9:059:059:059:05 飯 塚飯 塚飯 塚飯 塚 ひまわりひまわりひまわりひまわりAAAA

ＢＢＢＢ３３３３位位位位

9:509:509:509:50 10:2510:2510:2510:25 大宮南大宮南大宮南大宮南 草加西町草加西町草加西町草加西町

10:3010:3010:3010:30

副副副副　　　　審審審審主主主主　　　　審審審審試合時間試合時間試合時間試合時間

9:109:109:109:10 9:459:459:459:45 飯 塚飯 塚飯 塚飯 塚 ひまわりひまわりひまわりひまわり神根東神根東神根東神根東BBBB

8:308:308:308:30

草加西町草加西町草加西町草加西町 FCKYFCKYFCKYFCKY

対対対対　　　　　　　　戦戦戦戦

FCKYFCKYFCKYFCKY

閉 会 式閉 会 式閉 会 式閉 会 式

FCKYFCKYFCKYFCKY

神根東神根東神根東神根東

草加西町草加西町草加西町草加西町

ひまわりひまわりひまわりひまわり

14:5014:5014:5014:50

3位3位3位3位ﾊﾟｰﾄﾊﾟｰﾄﾊﾟｰﾄﾊﾟｰﾄ

14:0514:0514:0514:05 14:4014:4014:4014:40 決勝戦決勝戦決勝戦決勝戦


