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サッカーを心の底から愛し，楽しむ
『永遠のサッカー少年』で，ずっといてほしい・・・
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タカハシスポーツ
〒３０６－０００３
茨城県古河市緑町５６－５
ＴＥＬ０２８０－３２－１４５０
ＦＡＸ０２８０－３２－０４１８



≪　大　会　趣　旨　≫

◎全日本少年サッカー大会を目指すチームを招待し，試合を通して

　親睦を深めるとともに，各チームの競技力の向上を図る。

◎市外全国４年生レベルのチームと対戦することにより，市内チーム

　のレベルアップを図るとともに，選手同士の会話を通し技術面等で

　相互の友情を深める。また，審判員同士の打合せ（試合開始前・

　前半終了後・試合終了後）等を通し，審判員同士の交流および技術

　面の向上を図る。

◎予選大会，決勝大会を通して，本部および各チーム指導者相互の

　情報交換を行い実践的指導について研修の場としたいと思います。

古河サッカースポーツ少年団

４年生担当責任者 赤根　靖隆



【大　会　要　項】

１．大会役員
　　顧 　　　問 高橋　晶次　（タカハシスポーツ）
　　会　　 　長 青木　次男　（古河サッカースポーツ少年団団長）
　　副　会　長 山中　秀男　（古河サッカースポーツ少年団副団長）
　　副　会　長 中村　正明　（古河サッカースポーツ少年団副団長）
　　大会委員長 赤根　靖隆　（古河サッカー少年団　４年生担当責任者）
　　大会副委員長 八子　勉
　　大会事務局 山口　巧　，　中村　正巳
　　審　判　長 潮来　宏之
　　審　判　員 大会委員および参加チームの指導者（帯同審判員）

　　大会開催日時 平成２６年 ６月 ２１日（土）　午前 ９時００分　キックオフ

　　大　会　会　場 古河市リバーフィールドレクレーション広場 Ｃグランド
（古河市新久田周辺渡良瀬川河川敷）
http://www.mapfan.com/index.cgi?MAP=E139.41.50.5N36.9.59.5&ZM=9

予備グランド：古河第三小学校（古河市旭町1-18-4）
http://www.mapfan.com/index.cgi?MAP=E139.43.33.3N36.11.31.9&ZM=9

　　会場設営責任者 古河サッカー少年団　各チーム２名以上　（８時００分集合）

　　本部担当チーム 古河ＳＳ

　　大会参加費 ３，０００円

　　悪天候の連絡 中止の場合、午前　６時３０分に各チーム代表者へ連絡します。（小雨決行）
　（連絡がない場合は開催と判断して下さい）

　　連　絡　先 ４年生担当責任者 赤根　靖隆　　０９０－８８７６－９４１０
　　 FAX　０２８０－３２－５０６３

事務局 中村　正巳　　０９０－４４３５－４１２１
　　 FAX　０２８０－３３－０７７４
　　 E-mail：nakamura_306@hb.tp1.jp （ｱﾝﾀﾞｰﾊﾞｰ注意）

３．試合方法
　　１）リーグ戦を行い，各順位戦により予選優勝チームを決定する
　　２）試合時間は，１５分－３分－１５分で行う
　　３）リーグ戦は，勝点→得点→得失点→総得点→対戦優位により順位を決める
　　　　（勝点＝勝ち３点，引き分け１点，負け０点）
　　　＊上記で勝敗がつかない場合，２チームの時はＰＫ（3人），３チーム時は抽選にて決める
　　　　　また，順位戦は延長を行わず，１位戦のみＰＫ（3人）戦で予選優勝チームを決定する
　　４）選手交代は自由，試合中何度でも再入場可能とする
　　５）試合球は各チーム持ち寄りとし，４号球とする（認定球縫付け）
　　６）日本サッカー協会規則に準ずる
　　７）当日組合せ表を配布（Ａ４版１部）

４．審　判
　　１）大会参加チームにて審判を行う（割当ては組合せ表参照）
　　２）各チームとも審判服着用とする
　　３）審判打合せ　８時３０分～（遠方のチームを除く）

５．参加資格
　　１）サッカースポーツ少年団に登録されているチームで，スポーツ障害保険に加入済であること
　　２）チームチームチームチーム編成編成編成編成はははは，８，８，８，８人制人制人制人制としとしとしとし４４４４年生以下年生以下年生以下年生以下ののののチームチームチームチームとするとするとするとする
　　３）ユニホームは，正と副を用意する（副がない場合は，ビブス可）
　　４）ベンチに入るのは，監督・コーチ・控選手のみとする



６．注意事項
　　１）選手は必ずスネアテを着用すること
　　２）相手チーム・選手を批判しないこと
　　３）審判の判定について，絶対に中傷しないこと
　　４）選手の健康状態を十分考慮し，１日の中で必ず全選手を出場させること
　　５）ご父兄の応援は，ベンチ反対側のタッチラインで行うこと
　　　　（選手への指示は厳禁）
　　６）万一ケガ・事故等の場合，各チームで対応すること
　　７）選手の送迎は交通ルールを守り，事故等に十分配慮し運転すること
　　８）会場内のゴミは各チーム持ち帰ること
　　９）会場内禁煙（たばこのポイ捨て禁止）

７．表　彰
　　１）予選大会優勝チーム
　　　　４号ボール
　　　　優秀選手 １名

　　２）決勝大会優勝チーム
　　　　トロフィー　　記念メダル（数に限りあり）　　４号ボール　　優秀選手 １名
　　　　決勝大会準優勝チーム
　　　　トロフィー　　４号ボール　　優秀選手 １名
　　　　決勝大会３位チーム
　　　　トロフィー　　４号ボール　　優秀選手 １名
　　　　決勝大会４位チーム以下
　　　　参加記念品

８．開会式　　　　行いません

９．閉会式　　　（全チーム参加願います）
　　１）開式のことば
　　２）成績発表・表彰式
　　５）古河サッカー少年団　４年生担当責任者挨拶
　　６）閉式のことば

１０．緊急連絡先
　　１）古河消防署（救急車） ０２８０－４７－０１１９
　　２）古河病院 ０２８０－４７－１０１０
　　３）猿島綜合赤十字病院 ０２８０－３２－３２１５

１１．参加チーム

チーム名 所在地

古河ＳＳ－Ａ 茨城県古河市

ＡＺＵＬ　ＳＣ 茨城県古河市

八千代町ＳＳ 茨城県八千代町

大泉ＦＣ　U12 群馬県大泉町

間々田がむしゃら 栃木県小山市
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番号番号番号番号 チームチームチームチーム名名名名 古河古河古河古河SSSSSSSS ＡＺＵＬＡＺＵＬＡＺＵＬＡＺＵＬ    ＳＣＳＣＳＣＳＣ 間間間間々々々々田田田田がむしゃらがむしゃらがむしゃらがむしゃら 八千代町八千代町八千代町八千代町SSSSSSSS 大泉大泉大泉大泉FCFCFCFC 勝点 得点 失点 得失点差 順位

1 古河古河古河古河SSSSSSSS

2 ＡＺＵＬＡＺＵＬＡＺＵＬＡＺＵＬ    ＳＣＳＣＳＣＳＣ

3 間間間間々々々々田田田田がむしゃらがむしゃらがむしゃらがむしゃら

4 八千代町八千代町八千代町八千代町SSSSSSSS

5 大泉大泉大泉大泉FCFCFCFC

時間 対　戦　相　手 主審 　　　　　　　　　　　　　　　 副審（2名）
優　 勝

第1試合 9:00 古河SS ＶＳ ＡＺＵＬ ＳＣ 大泉FC 　　　　　　　　　　　　　　　 間々田がむしゃら

第2試合 9:40 間々田がむしゃら ＶＳ 八千代町SS 古河SS 　　　　　　　　　　　　　　　 ＡＺＵＬ ＳＣ
準優勝

第3試合 10:20 古河SS ＶＳ 大泉FC 間々田がむしゃら 　　　　　　　　　　　　　　　 八千代町SS

第4試合 11:00 ＡＺＵＬ ＳＣ ＶＳ 間々田がむしゃら 古河SS 　　　　　　　　　　　　　　　 大泉FC フリガナ

優秀選
手第5試合 11:40 八千代町SS ＶＳ 大泉FC ＡＺＵＬ ＳＣ 　　　　　　　　　　　　　　　 間々田がむしゃら

第6試合 12:20 間々田がむしゃら ＶＳ 古河SS 八千代町SS 　　　　　　　　　　　　　　　 大泉FC 注意事項
①２番のチームは審判連続注意
③1番～5番の小さい番号のチームが
グランドを見て右ベンチ

第7試合 13:00 ＡＺＵＬ ＳＣ ＶＳ 八千代町SS 間々田がむしゃら 　　　　　　　　　　　　　　　 古河SS

第8試合 13:40 大泉FC ＶＳ 間々田がむしゃら ＡＺＵＬ ＳＣ 　　　　　　　　　　　　　　　 八千代町SS

第9試合 14:20 八千代町SS ＶＳ 古河SS 大泉FC 　　　　　　　　　　　　　　　 ＡＺＵＬ ＳＣ

第10試合 15:00 大泉FC ＶＳ ＡＺＵＬ ＳＣ 八千代町SS 　　　　　　　　　　　　　　　 古河SS



平成２６年度　KOGAタカスポ杯予選結果
○勝ち；３点，●負け；０点，△引分；1点

第１回 古河SS ＡＺＵＬ ＳＣ 間々田がむしゃら 八千代町SS 大泉ＦＣ 勝点 得点 失点

得失点差

順位

6月21日 古河SS - - - -

ﾘﾊﾞｰﾚｸＣ ＡＺＵＬ ＳＣ - - - -

優秀選手 間々田がむしゃら - - - -

八千代町SS - - - -

大泉ＦＣ - - - -

第２回 1位決戦　　★　 ２位決戦  　★　 ３位決戦　　★　

7月20日 Ａ 古河SS-B 古河中央SSS フォルテ野田SC 勝点 得点 失点

得失点

順位 B 古河SS-A 下辺見SSS SAKURA FC Jr 勝点 得点 失点

得失点

順位

ﾘﾊﾞｰﾚｸＣ 古河SS-B - - 古河SS-A - -

優秀選手 古河中央SSS - - 下辺見SSS - -

フォルテ野田SC - - SAKURA FC Jr - -

第３回 1位決戦　　★　 ２位決戦  　★　 ３位決戦　　★　

8月10日 Ａ 古河SS-A 古河SFC 邑楽SS 勝点 得点 失点

得失点

順位 B 古河SS-B 三和ｸﾘｱﾝｻｽ ともぞうSC 勝点 得点 失点

得失点

順位

ﾘﾊﾞｰﾚｸＣ 古河SS-A - - 古河SS-B - -

優秀選手 古河SFC - - 三和ｸﾘｱﾝｻｽ - -

邑楽SS - - ともぞうSC - -

第４回 1位決戦　　★　 ２位決戦  　★　 ３位決戦　　★　

9月7日 Ａ AZUL SC 古河SS-B 上尾朝日FC 勝点 得点 失点

得失点

順位 B 古河SS-A FC古河二 今市第三カルナヴァル

勝点 得点 失点

得失点

順位

ﾘﾊﾞｰﾚｸＣ AZUL SC - - 古河SS-A - -

優秀選手 古河SS-B - - FC古河二 - -

上尾朝日FC - - 今市第三カルナヴァル - -

第５回 1位決戦　　★　 ２位決戦  　★　 ３位決戦　　★　

10月5日 Ａ 古河SS-A AZUL SC 0 勝点 得点 失点

得失点

順位 B 古河SS-B 下辺見SSS フォルテ野田SC 勝点 得点 失点

得失点

順位

ﾘﾊﾞｰﾚｸＣ 古河SS-A - - 古河SS-B - -

優秀選手 AZUL SC - - 下辺見SSS - -

- - フォルテ野田SC - -

第６回 1位決戦　　★　 ２位決戦  　★　 ３位決戦　　★　

11月23日 Ａ 古河SS 三和ｸﾘｱﾝｻｽ 伊奈小針SSS 勝点 得点 失点

得失点

順位 B 古河中央SSS 大泉FC U12 ともぞうSC 勝点 得点 失点

得失点

順位

ﾘﾊﾞｰﾚｸＣ 古河SS - - 古河中央SSS - -

優秀選手 三和ｸﾘｱﾝｻｽ - - 大泉FC U12 - -

伊奈小針SSS - - ともぞうSC - -

第７回 1位決戦　　★　 ２位決戦  　★　 ３位決戦　　★　

12月21日 Ａ AZUL SC 古河SS-B 邑楽SS 勝点 得点 失点

得失点

順位 B 古河SS-A 古河SFC 今市第三カルナヴァル

勝点 得点 失点

得失点

順位

ﾘﾊﾞｰﾚｸＣ AZUL SC - - 古河SS-A - -

優秀選手 古河SS-B - - 古河SFC - -

邑楽SS - - 今市第三カルナヴァル - -

第８回 1位決戦　　★　 ２位決戦  　★　 ３位決戦　　★　

1月18日 Ａ 古河SS-B AZUL SC 上尾朝日FC 勝点 得点 失点

得失点

順位 B 古河SS-A FC古河二 SAKURA FC Jr 勝点 得点 失点

得失点

順位

ﾘﾊﾞｰﾚｸＣ 古河SS-B - - 古河SS-A - -

優秀選手 AZUL SC - - FC古河二 - -

上尾朝日FC - - SAKURA FC Jr - -



年　度　成　績

年　　　度
優勝チーム 準優勝チーム 第３位チーム
優秀選手 優秀選手 優秀選手

１４年度 古河ＪＦＣ ＲＪＣ古河 古河三小

１５年度
ＲＪＣ古河 SAKURA FC Jr 古河ＪＦＣ

鳥波　将斗 稲葉　大樹 岩崎　修太

１６年度
大泉ＦＣ　Ｕ－１２ ＦＣ古河二 上尾朝日ＳＣ

栗田　裕太 福田　　圭 登澤　広也

１７年度
大宮春岡ＦＣ 大泉ＦＣ　Ｕ－１２ ＲＪＣ古河

高橋　太我 篠原　有輝 浦上　仁騎

１８年度
ＲＪＣ古河 ともぞうＳＣ 大泉ＦＣ　Ｕ－１２

浦上　仁騎 手塚　康平 坂内　敏揮

１９年度
ともぞうＳＣ ＡＺＵＬ　ＳＣ 今市第三ｶﾙﾅｳﾞｧﾙ

猪股　楓 加藤　優斗 中村　優哉

２０年度
ＡＺＵＬ　ＳＣ 大宮春岡ＦＣ ともぞうＳＣ

真瀬　由暉 鏑木　修平 久永　蘭馬

２１年度
ＡＺＵＬ　ＳＣ 三和ｸﾘｱﾝｻｽ ともぞうＳＣ

亀山　智也 八城　大夢 町山　敦史

２２年度
上尾朝日ＦＣ ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ総和FC 古河中央SSS

千葉　隆希 谷橋　直幸 斉藤　州平

２３年度
ともぞうＳＣ 上尾朝日ＦＣ 古河一

鈴木　俊輝 石田　正宗 駒場　顕孝

２４年度
八千代町SS 下辺見SSS ﾌｫﾙﾃ野田SC

関　　祐斗 竹田　駿輝 山本　透輝

２５年度
今市第三カルナヴァル ともぞうＳＣ 大泉FC　U12

藪下　待人 阿部　暖生 川上　柊太


