
第１4回北浜飛竜カップ
U-11　サッカー大会

     期日：平成３０年２月２４日（土）、２５日（日）

     会場：都田総合公園グランド　　　

     主催：北浜サッカースポーツ少年団



1. 主　催

北浜サッカースポーツ少年団

2. 後　援

一般財団法人　静岡県サッカー協会４種委員会西部支部

3. 期　日

平成３０年　２月２４日（土）・２月２５日（日）

4. 会　場

都田総合公園グラウンド（４面使用）

5. 参加資格

・小学５年生以下の選手

・平成２９年度スポーツ安全協会傷害保険加入選手

6. 試合方法

・８人制（メンバー表は不要‒何人参加でも可・選手交代は自由）

・１日目‒予選（３チームリーグ+順位決定戦）

・２日目‒決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ（各順位別）

7. 競技規定

・（財）日本サッカー協会競技規則による。

・ピッチの大きさ‒６0ｍ×４0ｍ ５ｍゴールを使用

・選手交代の人数及び回数は自由とする。‒メンバー表、交代用紙は不要

・試合時間は３０分（１５‒５‒１５）

・１日目予選リーグは同点の場合、延長は行わず下記の優先順で順位を決める。

　　勝点（勝３・分１・負０）、得失点差、総得点、直接対戦成績、抽選

　　順位決定戦は、即PK戦（サドンレス-1名）

・２日目順位決定戦は同点の場合、即PK戦（３名）

・決勝に限り延長１０分（５‒５）を行った後、PK戦（３名）とする。

8. 審　判

・主審１人制で行います。（前半-左側ﾁｰﾑ・後半-右側ﾁｰﾑ）

　　補助審は前後半逆でお願いします。（選手交代はフリーゾーンにて自由に行う）

9. 参加費

１チーム　　10,000円

10. 表　彰

・１～３位 カップ、賞状、副賞

・順位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ（2～3位）優勝 カップ、賞状、副賞

・順位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ（2～3位）準優勝及び（4～６位）優勝　 副賞

・優秀選手賞（各チーム１名）

・参加賞

11. 大会役員

・大会実行委員長 北野　次生（団長）

・　〃　副委員長 古賀　孝幸（監督）

・大会実行委員 磯部　光保（コーチ）

鈴木　裕太（コーチ）

鈴木　信也（コーチ）

12. その他

・大会は、基本的に雨天決行としますが、グランド使用の判断は公園管理者となりま

　す。グランド状況及び天気予報等により、中止の場合はできる限り前日に連絡する

　よう努めます。（１日目が雨にて中止の場合ー２日目の決定も同様）

・開会式、閉会式は行いません。

・全日程終了後に本部にお越しください。各賞及び優秀選手賞を授与します。

第１４回北浜飛竜カップU-11サッカー大会

―　大　会　要　項　―



１３. 参 加 チ ー ム

富士第一サッカースポーツ少年団

吉原第一ジュニアサッカークラブ

大富サッカースポーツ少年団

五和サッカースポーツ少年団

レゾン袋井フットボールクラブ

磐田第一 JF SS

磐田第一 SSS

竜洋ＦＣスポーツ少年団

磐田豊岡ＪＦＣ 

浜名サッカースポーツ少年団

ＦＣ フォルミーガ

都田サッカースポーツ少年団

笠井フットボールクラブ

浜松白脇サッカースポーツ少年団

船越サッカースポーツ少年団

雄踏サッカースポーツ少年団

細江ジュニアフットボールクラブ

初　生　S　C　

泉FCレディース６年

トキワ少年サッカースクール

アズーリ豊橋ＳＣ

豊橋南ブレッツアＦＣ

西尾サッカースクール

北浜サッカースポーツ少年団

袋井市

富士市

焼津市

主催チーム

磐田市

浜松市

愛知県豊橋市

愛知県西尾市

愛知県岡崎市

島田市



☆ １次予選

・３チームによるリーグ戦

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ

1 北　浜 都　田 浜　名 初　生 ﾌｫﾙﾐｰｶﾞ 笠　井 雄　踏 浜松白脇

2 細　江 泉 磐田豊岡 磐田一JFSS 船　越 竜　洋 ﾚｿﾞﾝ袋井 磐田一SSS

3 大　富 豊　橋 富士第一 豊 橋 南 吉原第一 西　尾 五　和 トキワ

Ａ 面 Ｂ 面 Ｃ 面 Ｄ 面

北西 北東 南西 南東

①   9:30 北浜　×　細江 都田　×　 泉 浜名　×　磐豊 初生　×　磐一JFSS

② 10:10  ﾌｫﾙ　×　船越 笠井　×　竜洋 雄踏　×　ﾚｿﾞﾝ 白脇　×　磐一SSS

③ 10:50 細江　×　大富  泉 　×　豊橋 磐豊　×　富一 磐一JFSS ×　豊南

④ 11:30 船越　×　吉一 竜洋　×　西尾 ﾚｿﾞﾝ　×　五和 磐一SSS ×　ﾄｷﾜ

⑤ 12:10 大富　×　北浜 豊橋　×　都田 富一　×　浜名 豊南　×　初生

⑥ 12:50 吉一　×　ﾌｫﾙ 西尾　×　笠井 五和　×　雄踏  ﾄｷﾜ　×　白脇

☆ ２次予選

・各リーグ同順位でのトーナメント戦

Ａ 面 Ｂ 面 Ｃ 面 Ｄ 面

北西 北東 南西 南東

⑦ 13:45 A2位*B2位 C2位*D2位 A3位*B3位 C3位*D3位

⑧ 14:25 E2位*F2位 G2位*H2位 E3位*F3位 G3位*H3位

⑨ 15:05 A1位*B1位 C1位*D1位 E1位*F1位 G1位*H1位

注） ・審判は、前半は左側のチーム　後半は右側のチームにて行ってください。

・左側（前半）チームの審判の方は試合前に本部に審判カードを取りに来てください。

・右側（後半）チームの審判の方は試合後に本部に審判カード（結果）を届けてください。

・試合間隔が短い（５分）ため、試合はすべてランニングタイムで実施願います。

やむを得ない場合は、本部にて判断いたします。

・各チームは、試合開始時間に遅れないよう準備をお願いします。

※審判ができない場合は、早めに本部に連絡ください。

大　会　１　日　目

１次予選

１次予選

１次予選

１次予選

15分-5分-15分

２次予選

２次予選

２次予選

試合開始
時　　間

試合開始
時　　間

１次予選

１次予選

15分-5分-15分



A・Ｂリーグ

A 北　浜 細　江 大　富 勝点 得失差 順位 【ア】

北　浜 １位

細　江 ×

大　富

２位

B 都　田 泉 豊　橋 勝点 得失差 順位 ×

都　田

泉 3位

豊　橋 ×

C・Dリーグ

C 浜　名 磐田豊岡 富士第一 勝点 得失差 順位 【イ】

浜　名 １位

磐田豊岡 ×

富士第一

２位

D 初　生 磐田一JFSS 豊 橋 南 勝点 得失差 順位 ×

初　生

磐田一JFSS 3位

豊 橋 南 ×

E・Fリーグ

E ﾌｫﾙﾐｰｶﾞ 船　越 吉原第一 勝点 得失差 順位 【ウ】

ﾌｫﾙﾐｰｶﾞ １位

船　越 ×

吉原第一

２位

F 笠　井 竜　洋 西　尾 勝点 得失差 順位 ×

笠　井

竜　洋 3位

西　尾 ×

G・Hリーグ

G 雄　踏 ﾚｿﾞﾝ袋井 五　和 勝点 得失差 順位 【エ】

雄　踏 １位

ﾚｿﾞﾝ袋井 ×

五　和

２位

H 浜松白脇 磐田一SSS トキワ 勝点 得失差 順位 ×

浜松白脇

磐田一SSS 3位

トキワ ×

☆　勝点 ー 勝ち（３）・分け（１）・負け（０）

勝が エ-3位　負が エ-4位

勝が エ-5位　負が エ-6位

勝が ア-1位　負が ア-2位

予　　選　　結　　果　　表

勝が イ-1位　負が イ-2位

勝が ウ-1位　負が ウ-2位

勝が エ-1位　負が エ-2位

勝が イ-3位　負が イ-4位

勝が ア-3位　負が ア-4位

勝が ア-5位　負が ア-6位

勝が イ-5位　負が イ-6位

勝が ウ-3位　負が ウ-4位

勝が ウ-5位　負が ウ-6位



☆ 決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 1回戦

・4チームによる各順位トーナメント戦

1位 2位 3位 4位 5位 6位

ア

イ

ウ

エ

Ａ 面 Ｂ 面 Ｃ 面 Ｄ 面

北西 北東 南西 南東

①   9:30 ア5位*イ５位 ウ5位*エ5位 ア6位*イ6位 ウ6位*エ6位

② 10:10 ア3位*イ3位 ウ3位*エ3位 ア4位*イ4位 ウ4位*エ4位

③ 10:50 ア1位*イ1位 ウ1位*エ1位 ア2位*イ2位 ウ2位*エ2位

☆ 決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 2回戦（順位決定戦）

Ａ 面 Ｂ 面 Ｃ 面 Ｄ 面

北西 北東 南西 南東

①5位勝 ①5位負 ①６位勝 ①６位負

5位優勝 ﾌﾚﾝﾄﾞ 6位優勝 ﾌﾚﾝﾄﾞ

②３位勝 ②３位負 ②４位勝 ②４位負

3位優勝 ﾌﾚﾝﾄﾞ 4位優勝 ﾌﾚﾝﾄﾞ

③１位勝 ③１位負 ③２位勝 ③２位負

優勝戦 3位決定戦 2位優勝 ﾌﾚﾝﾄﾞ

注1） ・審判は、前半は左側のチーム　後半は右側のチームにて行ってください。

・左側（前半）チームの審判の方は試合前に本部に審判カードを取りに来てください。

・右側（後半）チームの審判の方は試合後に本部に審判カード（結果）を届けてください。

・試合間隔が短い（５分）ため、試合はすべてランニングタイムで実施願います。

・　　　  　 の各決定戦は、同点の場合　即ＰＫ（3名）戦を実施してください。

・　　　　   の優勝戦は、同点の場合　延長10分　その後　ＰＫ（3名）戦とします。

注2） ・④試合目以降は、終了後に本部にお寄りください。副賞及び優秀選手賞を授与します。

・⑦～⑨試合をフレンドリーとしますので、お互い協議して対戦相手を決定していただき

　本部に連絡ください。（試合時間、グランドを決定します。）

Ａ 面 Ｂ 面 Ｃ 面 Ｄ 面

北西 北東 南西 南東

⑦ 13:50

⑧ 14:30

⑨ 15:10

大　会　２　日　目

試合開始
時　　間

15分-5分-15分

5位・6位 - 1回戦

3位・4位 - １回戦

1位・2位 - １回戦

試合開始
時　　間

15分-5分-15分

④ 11:30 5位・6位 - 順位決定戦

⑤ 12:10

フレンドリー

フレンドリー

3位・4位 - 順位決定戦

⑥

試合開始
時　　間

フレンドリー

12:50 1位・2位 - 順位決定戦



☆１位パート

第２位

第３位

第４位

☆２位パート

第２位

第３位

第４位

☆３位パート

第２位

第３位

第４位

☆４位パート

第２位

第３位

第４位

☆５位パート

第２位

第３位

第４位

☆６位パート

第２位

第３位

第４位

②-Ｃ面 ②-Ｄ面

③-Ａ面 ③-Ｂ面

③-Ｃ面 ③-Ｄ面

⑤-Ａ面

⑤-Ｂ面

⑤-Ｃ面

⑥-Ｄ面

⑥-Ｂ面

⑥-Ｃ面

①-Ａ面 ①-Ｂ面

①-Ｃ面 ①-Ｄ面

④-Ｂ面

④-Ｃ面

④-Ｄ面

優　勝

優　勝

優　勝

優　勝

優　勝

優　勝

④-Ａ面

⑤-Ｄ面

②-Ａ面 ②-Ｂ面

大 会 ２ 日 目　結　果　表

⑥-Ａ面



☆ 予選リーグ戦 ※　試合間隔が５分間しかないので、試合時間の１５分は必ず守る（ランニング）

１５分ー１本

３チームリーグ　×　８ブロック ２４試合 ６試合×４面

A-1 B-1 C-1 D-1 E-1 F-1 G-1 H-1

A-2 B-2 C-2 D-2 E-2 F-2 G-2 H-2

A-3 B-3 C-3 D-3 E-3 F-3 G-3 H-3

Ａ 面 Ｂ 面 Ｃ 面 Ｄ 面

北西 北東 南西 南東

①   9:30 A-1*A-2 B-1*B-2 C-1*C-2 D-1*D-2

②   9:50 E-1*E-2 F-1*F-2 G-1*G-2 H-1*H-2

③ 10:10 A-2*A-3 B-2*B-3 C-2*C-3 D-2*D-3

④ 10:30 E-2*E-3 F-2*F-3 G-2*G-3 H-2*H-3

⑤ 10:50 A-3*A-1 B-3*B-1 C-3*C-1 D-3*D-1

⑥ 11:10 E-3*E-1 F-3*F-1 G-3*G-1 H-3*H-1

　各々のブロックで１位・２位・３位が決まる

　１位ー８チーム　　２位ー８チーム　　３位ー８チームによる決勝トーナメントを実施する

☆ 決勝トーナメント戦

１０分-３分-１０分

Ａ 面 Ｂ 面 Ｃ 面 Ｄ 面

北西 北東 南西 南東

⑦ 12:00 ２・３位Ｔ-１回戦 A2位*B2位 C2位*D2位 A3位*B3位 C3位*D3位

⑧ 12:30 ２・３位Ｔ-１回戦 E2位*F2位 G2位*H2位 E3位*F3位 G3位*H3位

⑨ 13:00 １位Ｔ-１回戦 A1位*B1位 C1位*D1位 E1位*F1位 G1位*H1位

⑩ 13:30 ３位Ｔ-２回戦 ⑦C面D面勝 ⑦C面D面負 ⑧C面D面勝 ⑧C面D面負

⑪ 14:00 ２位Ｔ-２回戦 ⑦A面B面勝 ⑦A面B面負 ⑧A面B面勝 ⑧A面B面負

⑫ 14:30 １位Ｔ-２回戦 ⑨A面B面勝 ⑨A面B面負 ⑨C面D面勝 ⑨C面D面負

ﾌﾚﾝﾄﾞ ﾌﾚﾝﾄﾞ

⑬ 15:00 ２位決勝 ３位決勝 ﾌﾚﾝﾄﾞ ﾌﾚﾝﾄﾞ

⑭ 15:30 優勝決定戦 ３位決定戦 ﾌﾚﾝﾄﾞ ﾌﾚﾝﾄﾞ

※希望は本部まで

表　　彰

１位 優勝-賞状・カップ・副賞 準優勝、３位   -賞状・カップ・副賞

２位 優勝-賞状・カップ・副賞 準優勝　　　　-副賞

３位 優勝-賞状・カップ・副賞 準優勝　　　　-副賞

大会１日目が雨天中止の場合　－　２日目の開催

２位Ｔ・３位Ｔ　決勝

決勝・３決

試合開始
時　　間

１次予選

１次予選

１次予選

１次予選

１次予選

１次予選

試合開始
時　　間

F G HA B C D E





回 年　度 優　勝 準優勝 第３位

1 平成１６年度 北　浜 富士第一 FCセントレア

2 平成１７年度 龍禅寺 北　浜 静岡南部

3 平成１８年度 清水袖師 北　浜 FCセントレア

4 平成１９年度 西　尾 浜松蒲 大　富

5 平成２０年度 浜松蒲 FCセントレア 磐田豊岡

6 平成２１年度

7 平成２２年度 長田北 焼津豊田 浜松蒲

8 平成２３年度 長田北 磐田豊岡 北　浜

9 平成２４年度 浜松蒲 韮　山 浜　名

10 平成２５年度 浜松蒲 竜　洋 磐田豊岡

11 平成２６年度 浜松蒲 五　和 北　浜

12 平成２７年度 浜　名 ﾌｫﾙﾐｰｶﾞA 竜　洋

13 平成２８度 竜　洋 港 磐田第一

栄　光　の　歴　史

雨天中止


