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　　           平成２６年３月

ＡＲＩＳＥスプリングカップ参加チーム代表者様及び皆様

　このたびは、ＡＲＩＳＥスプリングカップにご参加くださり、誠にありがとうございます。

　皆さまの温かいサポートを受け、交流を深めながら我がクラブも創部２０周年を迎えることが

できました。改めて心から感謝申し上げます。

　この大会は、日頃から有瀬サッカークラブがお世話になっているチームの皆様とより親睦を深め

今後の交流が更に良くなればと思っています。

　子供達には、春の良い気候の中存分にグランドを駆け回り・ボールを追い掛け、高いパフォーマンスを

発揮してもらいたいと願っています。

保護者の皆様には精一杯応援してもらい、ともに楽しんでいただきたいと思っております。

この大会が、子供達の思い出の１ページとなるよう有瀬サッカークラブのスタッフ・保護者共に精一杯

運営を致しますので、行き届かない所が多々あるかと思いますがその都度、ご指導頂きたく思います。

　また、当日は有瀬サッカークラブ新６年生男子１２名女子３名が育成の場として大会運営のお手伝いを

させて頂きます。行き届かないところが多々ございますが温かくご指導頂けたら幸いです。

当日はどうぞよろしくお願い致します。

　  　ＡＲＩＳＥスプリングカップ

　　　    　　　　　　　　　　　　　　　大会会長　　　　　　清見　昌功　　　　　　　　　　　

　　　        　　大会実行委員長　　緒方　真一



１　主　　催 ＡＲＩＳＥスプリングカップ大会実行委員会

２　主　　管 有瀬サッカークラブ
【大会役員】

大会会長 代表 　携帯　０９０－１９１６－５３７１
大会実行委員長 事務局長 　携帯　０９０－７０９０－８４２４

実行委員
平野　貴幸　・川崎　昌喜　・広松　雄一郎

本田　修史　・栗原　貴行　・山本　俊樹
綱本　江美　・岩本　拓巳・藤本　陽介
杉村　真一　・泰地　哲彦　

３　後　　援 スポーツクラブ２１有瀬ふれあいスポーツクラブ　・スポーツクラブ２１伊川谷ふれあいスポーツクラブ
有瀬サッカークラブ父母部

４　協　　力 参加チームの皆様 ・有瀬サッカークラブ新６年生 

５　日　　程 平成２６年４月６日（日）
★新５年生大会　★新４年生大会　

６　会　　場 神戸フットボールパーク岩岡グランド　　【天然芝グランドＸ２面、クレーグランドＸ２面】
　兵庫県神戸市西区岩岡町岩岡

７　対　　象 （１）対象学年以下で構成するチームとする。
（２）対象学年・・・新５年生以下・新４年生以下

８　競技規則 （１）日本サッカー協会競技規則による。
（２）試合球は、主催者が用意する４号ボールを使用する。
＜大会特別規則＞

（２）交替人数は制限無しとし、再出場も可とする。
選手交代は、主審の許可を得る事なく交代ゾーンより選手交代を行う事とする。
但し、ゴールキーパーの交代はボールがアウトオブプレーになった際に主審の許可を得て交代を行う。

９　競技方法 （１）競技形式
　　　①大会は３チームずつの予選リーグを行う　（３チーム X４ブロック）
　　　②各ブロックの同順位チームで順位決定戦を行い、順位を決定する。
　　　③試合時間は、１０分 － （５分） － １０分 とする。

(２)順位決定方法
　　　①予選リーグ 勝点（勝ち＝３点、引分け＝１点）の多いチームを上位とする。

勝点が同じ場合は、得失点差・総得点の順で上位を決定し、
これも同じ場合は、両者の対戦結果の勝者を上位とする。
これも同じ場合は、コイントスによって上位を決定する。

　　　②順位決定戦 同点の場合は、決勝戦のみＰＫ戦を行う。
それ以外はPK戦（３人制）を行わずｺｲﾝﾄｽによって勝敗を決定する。

１０　審　判　等 （１）審判は、１人審判とする。（審判服着用）
　　主審の判断にて副審を付ける事は可（大人がする場合は審判服着用・子供の場合はビブス着用の事）
　　☆主審・副審共に、育成の場ですので意義等申し出ないようにお願いします。
（２）主審は、試合前に本部にてレフリーカードの受け取りをお願い致します。
　　　試合終了後は、速やかに試合結果を本部まで報告願います。
（３）主審は、公式戦同様に、警告・退場の判定をお願いします。
　　　（但し、警告・退場は次試合へは持ち越さないものとします。）
（４）ベンチは、グランドに向かって左側が対戦表の左のチーム、右側が対戦表の右のチームとする。
（５）スムーズな試合進行のため、コイントスは行わず、対戦表の左チームがグランドの左側エンド（ベンチ
　　サイド側）とし、キックオフは対戦表の右チームとする（後半のエンド・キックオフは前半と入れ替わる）。
　　（順位決定戦も、同様とする。）

（６）試合終了後のベンチあいさつはなしとします。

11　表　　彰 全チーム表彰の対象とする。
順位決定戦リーグ　ＡＲＩＳＥ杯（予選１位トーナメント）の　１位・２位・３位・敢闘賞に楯を授与する。
順位決定戦リーグ　清見杯（予選２位トーナメント）の　１位・２位・３位・敢闘賞に楯を授与する。
順位決定戦リーグ　フレンドリー杯（予選３位トーナメント）の　１位・２位・３位・敢闘賞に楯を授与する。
ＭＶＰ賞にメダルを授与する。（各チーム１名）

12　参 加 費 １チーム　￥５.０００円　（当日、受付までお願いします。）

13　そ の 他 （１）グランド及び周辺の利用上の注意事項は別紙のとおりですので、よろしくお願いします。　
（２）万が一、大会開催中に事故・負傷が発生した場合には、各ﾁｰﾑの責任で対応をよろしくお願いします。
　　　（本部としても可能な限り協力いたします。）
（３）雨天決行ですが、中止の場合は、当日のＡＭ６時３０頃に連絡します。
（４）テント・タープ等は、各チームで準備お願いします。

　　　　　ただし、順位決定戦は。１５分-（５分）-１５分

<アディショナルタイムは採用しない事！＞

清見　昌功

ＡＲＩＳＥスプリングカップ大会

緒方　真一

中川　正幸　・佐藤　博司　・杉田　学保

（１）各カテゴリー試合人数は８人制とする。

木嶋　利正　・久保河内　憲一　・長手　浩志



　　　　　大会における注意事項・連絡事項

☆駐車場について
＊ 開門は８時１５分です
＊ 駐車証を必ず掲示の事！

＊ 入場の車は駐車証をフロントガラスから必ず見える位置に置いて入場して下さい。
（駐車料金を支払う前に掲示の事）

＊ 駐車証は１台に付き１枚必ず必要です。後から応援等に来られる方にも必ず準備願います。
＊ 各チームへの台数制限はありませんが、駐車場代が￥５００円
必要となります。(マイクロバスは￥１０００円　大型バスは￥２０００円）
（先払制ですので事前に準備願います）
（領収証を掲示すれば、再入場可能です。）

＊ 敷地内は、徐行運転です。
＊ 荷物・人の乗り入れは必ず一度入場して敷地内でお願い致します。
(通路では厳禁！)

☆受付について
＊ グランド入口付近で行います。

☆大会本部について
＊ グランド中央付近に本部を設置致します。

☆各待機場所について
＊ テント等を張る場所は十分にあります。
各チームでテント等準備頂き待機場所を確保願います。

＊ 天候にもよりますが、ヤッケ等風を通さない服があると便利です。

☆グランド使用について
＊ グランド内でのアップは禁止、アップ場をご利用ください。
（ハーフタイムでのシュート練習も禁止です。）

＊ グランド内での水分補給以外の飲食は禁止
（芝グランドＡ１・Ａ２コートでの給水は水のみ可です。）

＊ 芝クランドＡ１・Ａ２はテント・イス類などによるピッチ横・試合時のベンチは設営不可です。
（Ｂ１・Ｂ２グランドのベンチは本部にて設営致します。）

＊ グランド内は全面禁煙（指定された場所のみ喫煙可）です。
＊ 立入禁止場所へは入らないようにお願いします。

☆試合進行について
＊ 試合開始１０分前には、各会場入り口前に集合して下さい。
＊ ユニホームの色が重複している場合は、事前に該当チームで話しをして頂きますようにお願いします。
（ビブスでも可とする。）

＊ 試合終了後のベンチあいさつはなしとします。

☆審判について
＊ 本部にて審判カードの受け取りをお願いします。
＊ 試合終了後速やかに、本部に試合結果を報告願います。
＊ 主審は必ず審判服を着用願います。
（副審は子供でも可　大人がする場合は審判服着用の事）
（主審・副審共に、育成の場ですので意義等申し出ないようにお願い致します。）

☆応援について
＊ プラーベート大会ですのでグランド内応援席で応援は可と致します。
＊ 選手にエールを送るような声援をお願いします。
＊ 田んぼに石を投げ入れ禁止！
＊ 選手含め子供達をたんぼ付近で遊ばせない事！

☆ＡＥＤについて
＊ 運営棟内に設置しています。

☆その他
＊ 会場は、多数の人ですので特に子供達の行動には各チームで
気をつけて頂きますようにお願いします。

＊ 会場にゴミ箱は設置されていませんので、各チームでお持ち帰り願います。
＊ 貴重品は、各自で責任を持って管理をお願いします。

グランド周辺・駐車場等でのガスコンロ等の使用は禁止です。
＊ Ａ１・Ａ２グランドの芝グランド内の水分補給は、水のみです。



チーム名 カテゴリー 携帯番号 Ｅ－ｍａｉｌ チーム名 カテゴリー 携帯番号 Ｅ－ｍａｉｌ

代表者 池田　聡 090-4762-5109 buicd508@hi-net.zaq.ne.jp 事務局 瀬戸口　豊 090-3278-4283 s_masami@nifty.com

担当者 宮長　伸行 090-3770-0567 eichan@muse.ocn.ne.jp 担当者 難波　康則 090-1220-1948 nonchan@ookini.zaq.jp

代表者 産屋敷　富雄 090-5463-8722 ubuyashiki@iris.eonet.ne.jp 代表者 山地　和興 090-1447-7486

担当者 花元　英樹 090-5879-5078 room_hides@yahoo.co.jp 担当者 藤縄　晃一 090-8579-4505 shioyafc@gmail.com

代表者 中原　桂二 090-3282-6465 goemon44@ares.eonet.ne.jp 代表者 三好　浩一 090-9163-3103 ko.miyoshi@nifty.com

担当者 喜田　佳典 090-1959-9773 y.kida@seishinchuofc.jp 担当者 山本　智広 090-6827-5953 bufwg701@hi-net.zaq.ne.jp

代表者 中井　勝司 080-6134-8184 nakaisan-e@hi-net.zaq.ne.jp 代表者 谷川　宗孝 090-1024-7645 munetaka@mvh.biglobe.ne.jp

担当者 濱田　功 090-3354-0189 ijtprg.hamada@leaf.ocn.ne.jp 担当者 谷川　宗孝 090-1024-7645 munetaka@mvh.biglobe.ne.jp

代表者 米谷　真司 090-9995-3393 yone713@msn.com 代表者 清水　博 090-8883-9270 cherryberry-777@kinki.zaq.jp

担当者 神村　耕二 090-1969-4743 cultivate@gaia.eonet.ne.jp 担当者 清水　博 090-8883-9270 cherryberry-777@kinki.zaq.jp

代表者 櫻井　照剛 080-5301-8712 atene-ruuka-pouchan-chibi@ezweb.ne.jp 代表者 中川　勉 090-8527-1182

担当者 矢野　浩司 090-3997-3206 kur.yano@mint.ocn.ne.jp 担当者 山下　昌利 090-5649-6963 tmym-y@alpha.ocn.ne.jp

代表者 大橋　勝彰 090-7071-8860 代表者 佐野　淳一 090-1025-3091 j-sano@leto.eonet.ne.jp

担当者 土肥　昭彦 090-3492-8253 info@dohi-doll.co.jp 担当者 佐野　淳一 090-1025-3091 j-sano@leto.eonet.ne.jp

代表者 斉藤　知也 080-1422-9834 agaho.s.c31@gmail.com 代表者 小林　和信 090-7116-8290 info@fujie-ksc.com

担当者 斉藤　知也 080-1422-9834 agaho.s.c31@gmail.com 担当者 磯　忠祐 090-8934-1499 info@fujie-ksc.com

担当者 今津　敏通 090-1956-8760 ooshiosc-104@hera.eonet.ne.jp 代表者 早田　由紀夫 090-3167-2307 y-hayata@msd.biglobe.ne.jp

担当者 今津　敏通 090-1956-8760 ooshiosc-104@hera.eonet.ne.jp 担当者 早田　由紀夫 090-3167-2307 y-hayata@msd.biglobe.ne.jp

担当者 松本　政則 090-3354-7710 masa.myms3045@bridge.ocn.ne.jp 代表者 北原　伸東 090-5099-5327 nsmt_k7_happy4@kza.biglobe.ne.jp

担当者 田中　久士 090-4764-8842 onepiece-family@hcc6.bai.ne.jp 担当者 北原　伸東 090-5099-5327 nsmt_k7_happy4@kza.biglobe.ne.jp

代表者 笹原　克己 090-2389-5126 qqwp3zy9@herb.ocn.ne.jp 代表者 徳丸　陽亮 090-3515-2571 estrella.2009@ac.auone-net.jp

担当者 笹原　克己 090-2389-5126 qqwp3zy9@herb.ocn.ne.jp 担当者 徳丸　陽亮 090-3515-2571 estrella.2009@ac.auone-net.jp

代表者 清見　昌功 090-1916-5371 kiyomasa_mk@yahoo.co.jp 代表者 清見　昌功 090-1916-5371 kiyomasa_mk@yahoo.co.jp

担当者 杉田　学保 080-5303-6172 sugitasekkei@ares.eonet.ne.jp 担当者 中川　正幸 090-3923-4491 gtr34na@yahoo.co.jp

弥生フットボールクラブ

参加チーム一覧

千代が丘サッカークラブ 新５年 神陵台サッカークラブ 新４年

フッボールクラブ玉津 新５年 塩屋フットボールクラブ 新４年

新５年

西神中央フットボールクラブ 新５年 つつじが丘ファミリーサッカー 新４年

東舞子サッカークラブ 新５年 宮本フットボールクラブ 新４年

新５年

なぎさフットボールクラブ 新５年

藤江キッズサッカークラブ

新４年

錦浦サッカークラブ 新５年 新４年

桜の宮サッカークラブ

西須磨サッカークラブ

新５年

明石フットボールクラブ 新４年社フットボールクラブ

新５年

フットボールクラブエストラージャ 新４年

天満サッカークラブ

新４年英賀保サッカークラブ

新４年

有瀬サッカークラブ 新５年 有瀬サッカークラブ 新４年

大塩サッカークラブ

新５年

人丸フットボールクラブ

新４年有岡フットボールクラブ

mailto:kiyomasa_mk@yahoo.co.jp
mailto:kiyomasa_mk@yahoo.co.jp
mailto:sugitasekkei@ares.eonet.ne.jp
mailto:gtr34na@yahoo.co.jp


Ａ①東舞子ＳＣ Ａ②英賀保ＳＣ Ａ③社ＦＣ 得　点 失点 得失差 勝点 ﾌﾞﾛｯｸ順位

Ａ①東舞子ＳＣ

Ａ②英賀保ＳＣ

Ａ③社ＦＣ

Ｂ①錦浦ＳＣ Ｂ②有瀬ＳＣ Ｂ③大塩ＳＣ 得　点 失点 得失差 勝点 ﾌﾞﾛｯｸ順位

Ｂ①錦浦ＳＣ

Ｂ②有瀬ＳＣ

Ｂ③大塩ＳＣ

Ｃ①西神中央ＦＣ Ｃ②弥生ＦＣ Ｃ③千代が丘ＳＣ 得　点 失点 得失差 勝点 ﾌﾞﾛｯｸ順位

Ｃ①西神中央ＦＣ

Ｃ②弥生ＦＣ

Ｃ③千代が丘ＳＣ

Ｄ①ＦＣ玉津 Ｄ②なぎさＦＣ Ｄ③有岡ＦＣ 得　点 失点 得失差 勝点 ﾌﾞﾛｯｸ順位

Ｄ①ＦＣ玉津

Ｄ②なぎさＦＣ

Ｄ③有岡ＦＣ

審判 審判

1 9:00 9:25 Ａ①東舞子ＳＣ - Ａ②英賀保ＳＣ Ａ③社ＦＣ Ｃ①西神中央ＦＣ - Ｃ②弥生ＦＣ Ｃ③千代が丘ＳＣ

2 9:30 9:55 Ｂ①錦浦ＳＣ - Ｂ②有瀬ＳＣ Ｂ③大塩ＳＣ Ｄ①ＦＣ玉津 - Ｄ②なぎさＦＣ Ｄ③有岡ＦＣ

3 10:00 10:25 Ａ①東舞子ＳＣ - Ａ③社ＦＣ Ａ②英賀保ＳＣ Ｃ①西神中央ＦＣ - Ｃ③千代が丘ＳＣ Ｃ②弥生ＦＣ

4 10:30 10:55 Ｂ①錦浦ＳＣ - Ｂ③大塩ＳＣ Ｂ②有瀬ＳＣ Ｄ①ＦＣ玉津 - Ｄ③有岡ＦＣ Ｄ②なぎさＦＣ

5 11:00 11:25 Ａ②英賀保ＳＣ - Ａ③社ＦＣ Ａ①東舞子ＳＣ Ｃ②弥生ＦＣ - Ｃ③千代が丘ＳＣ Ｃ①西神中央ＦＣ

6 11:30 11:55 Ｂ②有瀬ＳＣ - Ｂ③大塩ＳＣ Ｂ①錦浦ＳＣ Ｄ②なぎさＦＣ - Ｄ③有岡ＦＣ Ｄ①ＦＣ玉津

審判 審判

7 12:30 13:05 Ａ３位 - Ｃ３位 前試合勝者 Ｂ３位 - Ｄ３位 前試合勝者

8 13:10 13:45 Ａ２位 - Ｃ２位 前試合勝者 Ｂ２位 - Ｄ２位 前試合勝者

9 13:50 14:25 Ａ１位 - Ｃ１位 前試合勝者 Ｂ１位 - Ｄ１位 前試合勝者

10 14:30 15:05 Ａ３・Ｃ３の敗者 - Ｂ３・Ｄ３の敗者 前試合勝者 Ａ３・Ｃ３の勝者 - Ｂ３・Ｄ３の勝者 前試合勝者

11 15:10 15:45 Ａ２・Ｃ２の敗者 - Ｂ２・Ｄ２の敗者 前試合勝者 Ａ２・Ｃ２の勝者 - Ｂ２・Ｄ２の勝者 前試合勝者

12 15:50 16:25 Ａ１・Ｃ１の敗者 - Ｂ１・Ｄ１の敗者 前試合勝者 Ａ１・Ｃ１の勝者 - Ｂ１・Ｄ１の勝者 前試合勝者

16:40

ＡＲＩＳＥスプリングカップ大会スケジュール
新５年生大会

<Ａブロック＞

<Ｂブロック＞

<Ｃブロック＞

<Ｄブロック＞

Ａ１コート（天然芝） Ａ２コート（天然芝）

A1・Ａ２コート中央にて閉会式

Ｂ１コート（クレー） Ｂ２コート（クレー）

予選リーグ１０分-（５分）-１０分

順位決定戦１５分-（５分）-１５分　コートが変更になってます！
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Ａ①藤江ＫＳＣ Ａ②エストラージャ Ａ③神陵台ＳＣ 得　点 失点 得失差 勝点 ﾌﾞﾛｯｸ順位

Ａ①藤江ＫＳＣ

Ａ②エストラージャ

Ａ③神陵台ＳＣ

Ｂ①塩屋ＦＣ Ｂ②人丸ＦＣ Ｂ③宮本ＦＣ 得　点 失点 得失差 勝点 ﾌﾞﾛｯｸ順位

Ｂ①塩屋ＦＣ

Ｂ②人丸ＦＣ

Ｂ③宮本ＦＣ

Ｃ①有瀬ＳＣ Ｃ②明石ＦＣ Ｃ③桜の宮ＳＣ 得　点 失点 得失差 勝点 ﾌﾞﾛｯｸ順位

Ｃ①有瀬ＳＣ

Ｃ②明石ＦＣ

Ｃ③桜の宮ＳＣ

Ｄ①西須磨ＳＣ Ｄ②つつじが丘 Ｄ③天満ＳＣ 得　点 失点 得失差 勝点 ﾌﾞﾛｯｸ順位

Ｄ①西須磨ＳＣ

Ｄ②つつじが丘

Ｄ③天満ＳＣ

審判 審判

1 9:00 9:25 Ａ①藤江ＫＳＣ - Ａ②エストラージャ Ａ③神陵台ＳＣ Ｃ①有瀬ＳＣ Ｃ②明石ＦＣ Ｃ③桜の宮ＳＣ

2 9:30 9:55 Ｂ①塩屋ＦＣ - Ｂ②人丸ＦＣ Ｂ③宮本ＦＣ Ｄ①西須磨ＳＣ Ｄ②つつじが丘 Ｄ③天満ＳＣ

3 10:00 10:25 Ａ①藤江ＫＳＣ - Ａ③神陵台ＳＣ Ａ②エストラージャ Ｃ①有瀬ＳＣ Ｃ③桜の宮ＳＣ Ｃ②明石ＦＣ

4 10:30 10:55 Ｂ①塩屋ＦＣ - Ｂ③宮本ＦＣ Ｂ②人丸ＦＣ Ｄ①西須磨ＳＣ Ｄ③天満ＳＣ Ｄ②つつじが丘

5 11:00 11:25 Ａ②エストラージャ - Ａ③神陵台ＳＣ Ａ①藤江ＫＳＣ Ｃ②明石ＦＣ Ｃ③桜の宮ＳＣ Ｃ①有瀬ＳＣ

6 11:30 11:55 Ｂ②人丸ＦＣ - Ｂ③宮本ＦＣ Ｂ①塩屋ＦＣ Ｄ②つつじが丘 Ｄ③天満ＳＣ Ｄ①西須磨ＳＣ

審判 審判

7 12:30 13:05 Ａ３位 - Ｃ３位 前試合勝者 Ｂ３位 Ｄ３位 前試合勝者

8 13:10 13:45 Ａ２位 - Ｃ２位 前試合勝者 Ｂ２位 Ｄ２位 前試合勝者

9 13:50 14:25 Ａ１位 - Ｃ１位 前試合勝者 Ｂ１位 Ｄ１位 前試合勝者

10 14:30 15:05 Ａ３・Ｃ３の敗者 - Ｂ３・Ｄ３の敗者 前試合勝者 Ａ３・Ｃ３の勝者 Ｂ３・Ｄ３の勝者 前試合勝者

11 15:10 15:45 Ａ２・Ｃ２の敗者 - Ｂ２・Ｄ２の敗者 前試合勝者 Ａ２・Ｃ２の勝者 Ｂ２・Ｄ２の勝者 前試合勝者

12 15:50 16:25 Ａ１・Ｃ１の敗者 - Ｂ１・Ｄ１の敗者 前試合勝者 Ａ１・Ｃ１の勝者 Ｂ１・Ｄ１の勝者 前試合勝者

16:40

順位決定戦１５分-（５分）-１５分　コートが変更になってます！

Ｂ１コート（クレー） Ｂ２コート（クレー）

A1・Ａ２コート中央にて閉会式

<Ｃブロック＞

<Ｄブロック＞

Ａ１コート（天然芝） Ａ２コート（天然芝）

ＡＲＩＳＥスプリングカップ大会スケジュール
新４年生大会

<Ａブロック＞

<Ｂブロック＞

予選リーグ１０分-（５分）-１０分
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