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　　第26回イビコン・クリーン杯にご参加いただきありがとうございます。

日本代表がワ-ルドカップ　ロシア大会で輝かしい成績を上げることを願っています。

　このような中、イビコン・クリーン杯も２６回を重ね、歴史ある大会になり、参加される各チームはこれから迎える新人戦、来年度のチーム作りに必要な大会になってまいりました。

　本大会に臨むにあたり皆さんに、心掛けて頂きたいことがあります。それは大会スローガンであります。

　　　①クリーン・サッカー　　②クリーン・プレイス　　　③クリーン・オブジェクトの三点であります。

勝ち負けは別として良いゲームは必ず皆さんの心に残るでしょう。

各地からサッカーが大好きな仲間が集まっています。ゲームを通してあるいはフィールド以外でも交流を深め、友情の輪を広げ、素晴らしい思い出をたくさん作って下さい。

　最後に、日頃子供達を指導していただく指導・ご父兄の皆様には、心から感謝申し上げます。

髙木　誠

事務局 　　　　野寺　正明（FC養老　事務局）

渡瀬　昌弘 寺倉　章徳 西脇　正人

運営委員 日比　克彰 菊野　圭一

庶　　務 養老キッカーズ育成会 FC養老育成会 江並サッカー少年団育成会

黒田　晋也 臼井　幸太 伊藤　伸宏

中村　裕

副会長 馬場　晴秀 野寺　正明 鈴木　明

審判長 古川　貞夫

『燃えろ青春！　　　　　クリーン・クリーン・クリーン！』

①クリーンサッカー　　　　　　　　　　　　[スポーツマンシップを前面に押し出し、正々堂々と最後まで戦おう！]

②クリーン・プレイス（会場）　　　　　　　[自分達で出したゴミは、自分達の手でクリーンにしよう！来た時よりも美しく]

③クリーン・オブジェクト（目標）　　　　　[生涯サッカーとは何か？高校、あるいは社会人サッカーへつなげよう]

大　会　役　員

会長 清水　義弘

ご　　あ　　い　　さ　　つ

:現在、 サムライブルーは２０１８年開催のロシアワールドカップ出場を賭けて、アジア二次予選を戦っており、最終予選を突破しワードカップ進出を目指しています。

　またこのイビコン・クリ-ン大会が開催される９月９日には、アジア代表として決定していると信じています。

株式会社 イビコン　代表取締役社長　清水　義弘

大会スローガン



（実施要項）
１．参加資格

２．競技方法
　（１）８人制で行います。
　（２）【１日目】一次予選は４チームを１組とし６ブロックで予選リーグを行なう

【２日目】各ブロックの同順位６チームを２ブロックに分け、順位リーグ戦を行い。その後、各リーグ同順位チーム同士による順位決定戦を行う。
　 イビコン杯 トーナメント

ひょうたん杯トーナメント 予選各ブロック２位の６チーム
れんげ杯 トーナメント 予選各ブロック３位の６チーム
ハリヨ杯 トーナメント 予選各ブロック４位の６チーム

　（３）試合開始３０分前に本部へ確認すること。
　（４）雨天決行とする。（グランドの関係で組み合わせ、会場変更があります）
３．競技規定
　（１）２０１７年日本サッカー協会競技規定による。

　（２）使用ボールは４号球とする。

　（３）競技時間は、リーグ戦は１５分ハーフ、順位リーグは１５分ハーフ、順位決定戦は２０分ハーフとする。（時間の関係でｱﾃﾞｨｼｮﾅﾙ　ﾀｲﾑは無し）

　（５）選手の交代は何名でも交代でき、出入りも自由とする。

４．表彰
イビコン杯 優勝・準優勝・３位・敢闘賞（４位）
ひょうたん杯 １位・２位・３位
れんげ杯 １位・２位・３位
ハリヨ杯 １位・２位・３位
各チーム１名　　　　優秀選手賞を授与します。

５．参加賞
　　　　参加賞は各チームに贈呈する。
６．疾病予防
　　　　（１）選手はあらかじめ医師の診断を受けておくこと。
　　　　（２）身体の異常のある者は、当日試合には出場しないこと。
７．負傷時の扱い
　　　　試合中及び周辺での負傷発生の処置は、該当チームで行なう事。
８．連絡先
　　　　今大会についての問い合わせは、下記招待責任者まで
　　　　江並サッカー　　　　鈴木　明 　　　　
　　　　養老キッカーズ　 　馬場　晴秀　　　 
　　　 　FC養老　　　        野寺　正明　　　
９．会場

9月9日(土)  養老町スマイルグラウンド・笠郷小学校グラウンド
　　　　　 養老町　笠郷小学校　　　海津市　南濃南部グランド9月10日(日)  各ブロック　１．２位　笠郷小学校グラウンド

　各ブロック　３位　養老町総合体育館多目的グラウンド
　各ブロック　４位　大垣養老高田校舎　グラウンド

１０．大会日程
　　　　平成２９年９月９日(土） ～ １０日(日）の両日

１１．参加費
　　　　１チーム　５，０００円　（平成２８年９月１０日　 各会場受付まで）

(１)日本サッカー協会第４種に加盟した５年生以下のチームで２０才以上の指導者が試合に同行できるチームであること。又、選手は必ずスポーツ安全保険に加入していること。

　（４）リーグ戦の順位は勝点による。(同点の場合は①得失点差②得点の多い方③失点の少ないほう）　　勝点：　勝ち　３点・　引き分け　　１点・　負け　　０点

予選各ブロック１位の６チーム

　（７）順位決定戦において引き分けの場合は３人によるPK戦とする。
　（６）ユニフォームには背番号をつけ、ゴールキーパーは異色のユニフォームを必ず着用する。各チームはユニフォームをできるだけ２着用意してください。

　（８）審判は、主審１人とする。



ＮＯ 団　　　名 連絡責任者

1 ＦＣ養老 野　寺　　正　明

2 北方JFC 西　辻　　　潤　

3 鶉スポーツ少年団 織　田　洋　之

4 木曽川ＦＣ 佐　藤　　直　人

5 多治見ZERO FC 内　記　　伸　也

6 つつじＳＳＳ 下　野　清

7 トヨタサッカ－スクール 中　本　　健　治

8 セイカ 松　本　貴　一

9 池田ＦＣ 田　中　　友　幸

10 美濃ＳＳＳ 大　谷　　卓　也

11 中川ＳＳ 渡　部　　　仁　

12 小野ＳＳＳ 安　田　　宝　賢

13 岐南ＳＳＳ 川　出　　　勉　

14 大垣江並ＳＳ 鈴　木　　　明　

15 神戸ＳＳ 和　田　　泰　司

16 名森ＳＳ 藤　本　大　助

17 トキワＳＳＳ 　野　口　　泰　彦　

18 三日月倶楽部 長　瀬　　保　彦

19 ブラバＳＳ 東　浦　　正　勇

20 稲沢ＦＣ 西　村　　武　彦　

21 アフェラルセ四日市〒５１０－８０３３　三重県四日市市  北  村　 孝  雄

22 ＪＦＣ若鮎城西 高　木　　健　一

23 高山山王ＳＳ 　森　　　昭　紀

24 養老キッカーズ 馬　場　　晴　秀

大会出場チーム（２４団体・２４チーム）
住　　　　　　　　　　　　　　所

〒５０１－０１１１　岐阜県岐阜市

〒５０３－２４２７　岐阜県揖斐郡

電話番号

〒５０３－１３１４　岐阜県養老郡

〒５０１－０４３８　岐阜県本巣郡

〒５００－８２８１　　岐阜市

〒４９３－０００４　愛知県一宮市

〒５０７－０９０１　岐阜県多治見市

〒５１８－０４３９　三重県名張市

〒４７０－０２１２　愛知県みよし市

〒５０３－０９４４　岐阜県大垣市

〒５０１－３７３３　岐阜県美濃市

※個人情報につきお取り扱いにご注意願います。

　　　　　　　　　　　愛知県岡崎市

〒４５４－０８６６　愛知県名古屋市

〒５０３－２３０５　岐阜県安八郡

〒５０３－０８１１　岐阜県大垣市

〒５０３－２３１６　岐阜県安八郡

〒５０３－０１１５　安八郡

〒５０１－６００１　岐阜県羽島郡

〒５０３－１３８４　岐阜県養老郡

〒５０３－０５３４　岐阜県海津市

〒４９２－８２６６　愛知県稲沢市

〒５０２－０９０９　岐阜県岐阜市

〒５０６－０８２４　岐阜県高山市



Ａブロック 池田ＦＣ トキワＳＳＳ ＦＣ養老 木曽川ＦＣ Ｄブロック ブラバＳＳ 小野ＳＳＳ 稲沢ＦＣ 北方JFC

池 田 Ｆ Ｃ ☆☆☆ ブ ラ バ Ｓ Ｓ ☆☆☆

ト キ ワ Ｓ Ｓ Ｓ ☆☆☆ 小 野 Ｓ Ｓ Ｓ ☆☆☆

Ｆ Ｃ 養 老 ☆☆☆ 稲 沢 Ｆ Ｃ ☆☆☆

木 曽 川 Ｆ Ｃ ☆☆☆ 北 方 JFC ☆☆☆

Ｂブロック 多治見ZERO FC美濃ＳＳＳ 鶉スポーツ少年団
大垣江並Ｓ

Ｓ Ｅブロック 岐南ＳＳＳ アフェラルセ四日市 神戸ＳＳ ＪＦＣ若鮎城西

多 治 見 ZERO FC ☆☆☆ 岐 南 Ｓ Ｓ Ｓ ☆☆☆

美 濃 Ｓ Ｓ Ｓ ☆☆☆
アフェラルセ四日

市
☆☆☆

鶉 ス ポ ー ツ 少 年
団

☆☆☆ 神 戸 Ｓ Ｓ ☆☆☆

大 垣 江 並 Ｓ Ｓ ☆☆☆ ＪＦＣ若鮎城西 ☆☆☆

Ｃブロック セイカ 三日月倶楽部 中川ＳＳ つつじＳＳＳ Ｆブロック トヨタサッカ－スクール 名森ＳＳ 高山山王ＳＳ 養老キッカーズ

セ イ カ ☆☆☆
トヨタサッカ－スクー

ル
☆☆☆

三日月倶楽部 ☆☆☆ 名 森 Ｓ Ｓ ☆☆☆

中 川 Ｓ Ｓ ☆☆☆ 高 山 山 王 Ｓ Ｓ ☆☆☆

つ つ じ Ｓ Ｓ Ｓ ☆☆☆
養 老 キ ッ カ ー

ズ
☆☆☆

一次リーグ表



主審 主審

1 ９：００～　９：３５ 池田ＦＣ × トキワＳＳＳ 多治見ZERO FC ＦＣ養老 × 木曽川ＦＣ 鶉スポーツ少年団

2 ９：４５～１０：２０ 多治見ZERO FC × 美濃ＳＳＳ セイカ 鶉スポーツ少年団 × 大垣江並ＳＳ 中川ＳＳ

3１０：３０～１１：０５ セイカ × 三日月倶楽部 池田ＦＣ 中川ＳＳ × つつじＳＳＳ ＦＣ養老

4１１：１５～１１：５０ 池田ＦＣ × ＦＣ養老 大垣江並ＳＳ トキワＳＳＳ × 木曽川ＦＣ 美濃ＳＳＳ

5１２：００～１２：３５ 多治見ZERO FC × 鶉スポーツ少年団 三日月倶楽部 美濃ＳＳＳ × 大垣江並ＳＳ つつじＳＳＳ

6１２：４５～１３：２０ セイカ × 美濃ＳＳＳ トキワＳＳＳ 三日月倶楽部 × つつじＳＳＳ 木曽川ＦＣ

7１３：３０～１４：０５ トキワＳＳＳ × ＦＣ養老 美濃ＳＳＳ 池田ＦＣ × 木曽川ＦＣ 多治見ZERO FC

8１４：１５～１４：５０ 美濃ＳＳＳ × 鶉スポーツ少年団 三日月倶楽部 多治見ZERO FC × 大垣江並ＳＳ セイカ

9１５：００～１５：３５ 三日月倶楽部 × 中川ＳＳ トキワＳＳＳ セイカ × つつじＳＳＳ 池田ＦＣ

主審 主審

1 ９：００～　９：３５ ブラバＳＳ × 小野ＳＳＳ 岐南ＳＳＳ 稲沢ＦＣ × 北方JFC 神戸ＳＳ

2 ９：４５～１０：２０ 岐南ＳＳＳ × アフェラルセ四日市 トヨタサッカースクール 神戸ＳＳ × ＪＦＣ若鮎城西 高山山王ＳＳ

3１０：３０～１１：０５ トヨタサッカ－スクール × 名森ＳＳ ブラバＳＳ 高山山王ＳＳ × 養老キッカーズ 稲沢ＦＣ

4１１：１５～１１：５０ ブラバＳＳ × 稲沢ＦＣ アフェラルセ四日市 小野ＳＳＳ × 北方JFC ＪＦＣ若鮎城西

5１２：００～１２：３５ 岐南ＳＳＳ × 神戸ＳＳ 養老キッカーズ アフェラルセ四日市 × ＪＦＣ若鮎城西 名森ＳＳ

6１２：４５～１３：２０ トヨタサッカ－スクール × 高山山王ＳＳ 小野ＳＳＳ 名森ＳＳ × 養老キッカーズ 北方JFC

7１３：３０～１４：０５ 小野ＳＳＳ × 稲沢ＦＣ アフェラルセ四日市 ブラバＳＳ × 北方JFC 岐南ＳＳＳ

8１４：１５～１４：５０ アフェラルセ四日市 × 神戸ＳＳ 名森ＳＳ 岐南ＳＳＳ × ＪＦＣ若鮎城西 トヨタサッカ－スクール

9１５：００～１５：３５ 名森ＳＳ × 高山山王ＳＳ 小野ＳＳＳ トヨタサッカ－スクール × 養老キッカーズ ブラバＳＳ
雨天の場合、同会場です。

スマイルＧ　Ａ

笠郷小　Ｂ

一次リーグ試合日程表（９月　１０日-１日目）

試合時間 笠郷小Ｇ　Ａ

試合時間 スマイルＧ　Ｂ



得点 勝負 得点 得点 勝負 得点 得点 勝負 得点 得点 勝負 得点 勝 負 引 勝点 得点 失点 得失点 順　　位

チーム名 池田ＦＣ

チーム名 トキワＳＳＳ

チーム名 ＦＣ養老

チーム名 木曽川ＦＣ

得点 勝負 得点 得点 勝負 得点 得点 勝負 得点 得点 勝負 得点 勝 負 引 勝点 得点 失点 得失点 順　　位

チーム名 多治見ZERO FC

チーム名 美濃ＳＳＳ

チーム名 鶉スポーツ少年団

チーム名 大垣江並ＳＳ

得点 勝負 得点 得点 勝負 得点 得点 勝負 得点 得点 勝負 得点 勝 負 引 勝点 得点 失点 得失点 順　　位

チーム名 セイカ

チーム名 三日月倶楽部

チーム名 中川ＳＳ

チーム名 つつじＳＳＳ

一 次 リ ー グ 戦 績 表

ＦＣ養老トキワＳＳＳ

大垣江並ＳＳ鶉スポーツ少年団

池田ＦＣ 木曽川ＦＣ

多治見ZERO FC

セイカ 三日月倶楽部 つつじＳＳＳ中川ＳＳ

美濃ＳＳＳ

スマイルグラウンド　Ａ・Ｂ

Ａブロック

Ｂブロック

Ｃブロック



得点 勝負 得点 得点 勝負 得点 得点 勝負 得点 得点 勝負 得点 勝 負 引 勝点 得点 失点 得失点 順　　位

チーム名 ブラバＳＳ

チーム名 小野ＳＳＳ

チーム名 稲沢ＦＣ

チーム名 北方JFC

Ｅブロック

得点 勝負 得点 得点 勝負 得点 得点 勝負 得点 得点 勝負 得点 勝 負 引 勝点 得点 失点 得失点 順　　位

チーム名 岐南ＳＳＳ

チーム名 アフェラルセ四日市

チーム名 神戸ＳＳ

チーム名 ＪＦＣ若鮎城西

Ｆブロック

得点 勝負 得点 得点 勝負 得点 得点 勝負 得点 得点 勝負 得点 勝 負 引 勝点 得点 失点 得失点 順　　位

チーム名 トヨタサッカ－スクール

チーム名 名森ＳＳ

チーム名 高山山王ＳＳ

チーム名 養老キッカーズ

一 次 リ ー グ 戦 績 表

稲沢ＦＣブラバＳＳ 北方JFC

神戸ＳＳ

小野ＳＳＳ

岐南ＳＳＳ アフェラルセ四日市

トヨタサッカ－スクール 名森ＳＳ 養老キッカーズ

ＪＦＣ若鮎城西

高山山王ＳＳ

笠郷小グラウンド　Ａ・Ｂ

Ｄブロック

Ｅブロック

Ｆブロック



２日目順位リーグ　９月９日（日） 笠郷小学校

１位リーグ
YAブロック Ｃ１位 Ｅ１位 勝 分 負 勝点 得失点差 順位

Ａ１位
Ｃ１位 ☆☆☆
Ｅ１位 ☆☆☆

YBブロック D１位 F１位 勝 分 負 勝点 得失点差 順位
B１位
D１位 ☆☆☆
F１位 ☆☆☆

２位リーグ
YCブロック Ｃ２位 Ｅ２位 勝 分 負 勝点 得失点差 順位

Ａ２位
Ｃ２位 ☆☆☆
Ｅ２位 ☆☆☆

YDブロック D２位 F２位 勝 分 負 勝点 得失点差 順位
B２位
D２位 ☆☆☆
F２位 ☆☆☆

試合時間
（開始時間） 　　　主審 副審
①　９：００ － Ｃ２位 －
②　９：４０ － Ｃ１位 －
③１０：２０ － Ｅ２位 －
④１１：００ － Ｅ１位 －
⑤１１：４０ － Ｅ２位 －
⑥１２：２０ － Ｅ１位 －

⑦１３：００
⑧１３：５０
⑨１４：４０

⑩１５：３５

Ｆ１位

YCブロック　２位 YDブロック　2位
YCブロック　3位 YDブロック　3位

Ｂ１位
Ｂ２位

Ｄ１位
Ｄ２位

Ｆ１位
Ｆ２位

Ａ２位
Ｅ１位
Ｅ２位

閉会式　

YAブロック　3位 YBブロック　3位2位ﾘｰｸﾞ 3・4位決定戦

Ｃ１位
Ｃ２位

☆☆☆

Ｂ２位Ａ２位
Ａ１位

主審　　　
Ｃ１位
Ｃ２位
Ａ１位

☆☆☆
得点

得点Ａ１位

Ｄ１位

Ｄ２位
Ｂ１位

Ｆ２位

得点
☆☆☆

Ａ２位 Ｂ２位
組　み　合　わ　せ組　み　合　わ　せ

Ｆ１位
Ｄ２位

Ｄ１位
Ｆ２位

2位ﾘｰｸﾞ 5・6位決定戦
2位ﾘｰｸﾞ 1・2位決定戦
1位ﾘｰｸﾞ 3・4位決定戦1位ﾘｰｸﾞ 1・2位決定戦

1位ﾘｰｸﾞ 5・6位決定戦

B２位 失点

笠郷小　A 笠郷小　B

失点

失点

B１位

Ａ１位

Ａ２位

☆☆☆

Ｂ１位

得点 失点



２日目順位リーグ　９月１１日（日）

３位リーグ
YEブロック Ｃ３位 Ｅ３位 勝 分 負 勝点 得失点差 順位

Ａ３位
Ｃ３位 ☆☆☆
Ｅ３位 ☆☆☆

YFブロック D３位 F３位 勝 分 負 勝点 得失点差 順位
B３位
D３位 ☆☆☆
F３位 ☆☆☆

試合時間
（開始時間）

①　９：００ - Ｃ３位
②　９：４０ - Ｄ３位
③１０：２０ - Ｅ３位
④１１：００ F３位
⑤１１：４０ Ｅ３位
⑥１２：２０ F３位

⑦１３：００
⑧１３：５０
⑨１４：４０
⑩１５：３５

４位リーグ
YGブロック Ｃ４位 Ｅ４位 勝 分 負 勝点 得失点差 順位

Ａ４位
Ｃ４位 ☆☆☆
Ｅ４位 ☆☆☆

ＹHブロック Ｄ４位 Ｆ４位 勝 分 負 勝点 得失点差 順位
Ｂ４位
Ｄ４位 ☆☆☆
Ｆ４位 ☆☆☆

試合時間
（開始時間） 主審　　　
①　９：００ - Ｃ4位
②　９：４０ - Ｄ4位
③１０：２０ - Ｅ4位
④１１：００ F4位
⑤１１：４０ Ｅ4位
⑥１２：２０ F4位

⑦１３：００
⑧１３：５０
⑨１４：４０

⑩１５：３５

YGブロック　2位
YGブロック　3位
YHブロック　3位

Ａ３位
Ｂ３位

Ｃ３位

Ｅ３位
F３位

主審　　　
Ｄ３位

Ｂ4位

閉会式　
大垣養老高田校舎グラウンド　

閉会式　

4位ﾘｰｸﾞ 3・4位決定戦
4位ﾘｰｸﾞ 1・2位決定戦

Ａ4位

多目的グラウンド

失点

Ａ4位

Ｂ4位

4位ﾘｰｸﾞ 5・6位決定戦

Ｄ4位
Ｃ4位

組　み　合　わ　せ 　　　副審

☆☆☆

☆☆☆
得点Ｂ４位

Ａ４位 失点得点

多目的グラウンド
組　み　合　わ　せ

得点 失点
☆☆☆

☆☆☆

養老総合グラウンド　多目的グラウンド

失点得点

YEブロック　2位

Ａ３位

B３位

Ａ３位
Ｂ３位

3位ﾘｰｸﾞ 5・6位決定戦

Ａ３位
Ｂ３位
Ｃ３位

3位ﾘｰｸﾞ 3・4位決定戦
3位ﾘｰｸﾞ 1・2位決定戦

Ｄ３位

YEブロック　3位

Ａ4位
Ｂ4位

Ｃ4位
Ｄ4位
Ｅ4位
F4位

YFブロック　3位



９月　１１日（日）　順位決定戦成績表

１位リーグ 主審

　YAブロック１位［ ］　　ー　　［ ］ＹBブロック１位 YAブロック３位

　YAブロック２位［ ］　　ー　　［ ］ＹBブロック２位 YDブロック　3位

　YAブロック３位［ ］　　ー　　［ ］ＹBブロック３位 YCブロック　２位

２位リーグ 主審
 YCブロック１位［ ］　　ー　　［ ］ＹDブロック１位 YDブロック　2位

　YCブロック２位［ ］　　ー　　［ ］ＹDブロック２位 YAブロック　3位

　YCブロック３位［ ］　　ー　　［ ］ＹDブロック３位 YBブロック　3位

３位リーグ 主審
　YEブロック１位［ ］　　ー　　［ ］ＹFブロック１位 YDブロック　3位

　YEブロック２位［ ］　　ー　　［ ］ＹFブロック２位 YEブロック　3位

　YEブロック３位［ ］　　ー　　［ ］ＹFブロック３位 YEブロック　2位

４位リーグ 主審
　YGブロック１位［ ］　　ー　　［ ］ＹHブロック１位 YHブロック　3位

　YGブロック２位［ ］　　ー　　［ ］ＹHブロック２位 YGブロック　3位

　YGブロック３位［ ］　　ー　　［ ］ＹHブロック３位 YGブロック　2位

（表彰）
イビコン杯 優勝： 準優勝： ３位： 敢闘賞：

ひょうたん杯 １位： ２位： ３位：

れんげ杯 １位： ２位： ３位：

ハリヨ杯 １位： ２位： ３位：


