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　皆さま　こんにちは。

　このたびは、第９回ブリッジカップ（有瀬ＳＣ杯）にご参加くださり、誠にありがとうございます。

　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をはじめ、淡路サッカー協会の

協力を得て淡路のチームにも参加いただき、サッカーを通じて相互により交流を深めていただくために

開催しております。

　選手達には、芝生グラウンドのいい環境のもとで高いパフォーマンスを発揮してもらい、保護者の皆さん

には選手達を精一杯応援しながら、ともにこの大会を楽しんでいただきたいと思っております。

　この大会が選手達の心に残る最高の思い出となるよう、より一層盛り上げてくださいますよう、ご理解と

ご協力をよろしくお願いいたします。

　有瀬サッカークラブのスタッフ・保護者においては大会をしっかりと運営する所存ですが、もし至らない

点がございましたらお許しいただき、温かいご指導ご支援をどうかよろしくお願いいたします。

　なお当日は朝が早いですので、お気をつけてお越しください。

　皆さまにお会いできることを楽しみにしております。

　　　　　　　　　　　平成２８年１０月

第９回ブリッジカップ参加チームの代表者さま及び皆さま

    　第９回 ブリッジカップ（有瀬ＳＣ杯）

                 　　大　会　会　長　　　清　見　昌　功

 　　　　　　　　　　　　　大会実行委員長　　廣松　雄一郎　　　　



１　主　　催 ブリッジカップ実行委員会 　
　

２　主　　管 有瀬サッカークラブ 　
【大会役員】
大会会長 代表/５年 　携帯　０９０－１９１６－５３７１
大会実行委員長 事務局
大会実行副委員長 事務局 長手　浩志 　携帯　０９０－６９６５-６７００
大会実行委員 ６年生 中川　正幸　・佐藤　博司　・本田　修史

５年生 木嶋　利正 ・大田　直樹 ・平野　貴幸・織田　海希
４年生・３年生 久保河内　憲一　・長手　浩志　・佃　𠀋𠀋晴　・岩本　拓巳　・杉山　健一
２年生以下 廣松　雄一郎　・　右田　慎二　・　杉山　健一　・　杉田　学保　・　長手　浩志
女子 栗原　貴行　・綱本　江美　・辻　和也　・　山本　俊樹　　

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伊川谷スポーツクラブ　・有瀬サッカークラブ父母部

４　協　　力 淡路サッカー協会　・淡路佐野運動公園事務所
ミズノ株式会社　・ぶんぷく　・ハヤミ旗店

５　日　　程 平成２８年１１月１９日（土）
★６年生大会★５年生大会★２年生大会

平成２８年１１月２０日（日）
★６年生大会★４年生大会★女子大会Ａ★女子大会Ｂ

６　会　　場 淡路佐野運動公園　　【天然芝グランドＸ４面・人工芝グランドＸ２面】
〒６５６－２２１３　兵庫県淡路市佐野新島９－６
　ＴＥＬ　０７９９－６０－４１１１

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・・・２年生以下・４年生以下主体・５年生以下・６年生以下・女子６年生以下主体・女子４年生以下主体

８　競技規則 （１）日本サッカー協会競技規則(2014/2015)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
　　　①４チームずつの予選リーグを行う　（４チーム X　２ブロック）
　　　　女子大会は３チームずつの予選リーグを行う（３チーム　X　２ブロック）
　　　①試合時間は、１５分-（５分）-１５分で行う。　

女子大会Ｂは「予選」１０分－５分－１０分　「順位決定戦」１５分－５分－１５分で行う。
　　　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。
(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３人制のＰＫ戦を行う。
それ以外はPK戦を行わず８対８のジャンケン対決にて勝敗を決定する。

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、育成の場ですので異議等申し出ないようにお願い致します。
（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。）
<芝の使用時間の都合上、アディショナルタイムは採用しない事！＞

11　表　　彰 優勝(1チーム/対象学年) ・ 準優勝(1チーム/対象学年) ・ ３位(1チーム/対象学年) ・ ＭＶＰ(1名/チーム)

12　参 加 費 １チーム　￥６.０００円　（当日、受付までお願いします。）

13　そ の 他 （１）第１試合のチームと審判の方もグランド設営のご協力頂けたら幸いです。
（２）グランドの利用上の注意事項は別紙の通りですので、よろしくお願いします。　
（３）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。
　　　緊急時の連絡先は別紙のとおりです。なお、本部としても可能な限り協力致します。
☆参加選手は必ずスポーツ傷害保険に加入してる事！
(４）貴重品・荷物等の管理は各チームにおいて責任を持ってお願い致します。

（５）雨天決行ですが、中止の場合は、当日のＡＭ６時頃に連絡します。
（６）荒天の場合、試合が進行した時点での中止となる場合もありえることをご了承願います。
（７）屋根付きの観客席ｽﾀﾝドがありますが、テント・タープ等必要な場合には、各ﾁｰﾑでお願いします。
（８）大会終了後、表彰式及び閉会式を行います。当日参加のチームは出席願います。
　　（やむを得ず先に帰られるチームは、本部前にてＭＶＰ選手の表彰を行います。）

（３）２年生以下大会でのゴールキックはペナルティーエリア内でのパントキックを可とする。

　　　　　（主催者側では一切の責任を負いません。）

第９回ブリッジカップ
（有瀬ＳＣ杯）

清見　昌功
廣松　雄一郎 　携帯　０８０-１４４７-５９２２

（１）各カテゴリー試合人数は８人制とする。



　　　　　大会における注意事項・連絡事項①

☆駐車場について
＊ 第１駐車場が会場・クラブハウスに近くて便利です。

（空いてるスペースにご自由に駐車して下さい。）

第１駐車場が満車の場合は第４駐車場をご利用下さい。

☆受付について
＊ クラブハウス入口正面（第１駐車場前）において８：４５から９：１５に受付いたします。

☆各待機場所について
＊ 屋根付き観客席スタンドに各チームの位置を決めておりますのでそちらをご利用下さい。
＊ テント等を張る場所は少ないです。もし、張る場合は、受付の際に申し出てください。

（場所は指示させて頂きます。）
なお、風の強い日も多くテント等が張れないことがあります。

＊ 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。
＊ 各スタンド下通路は、選手が移動で通りますのでテーブル・イス等を置かないように

よろしくお願いいたします。

☆グランド使用について（芝生保護のため）
＊ グランド内には、選手・指導者・主催者関係者のみ入場出来ます。

＊ グランド内でのアップ・ハーフタイムでの使用は禁止です。アップ場をご利用ください。
＊ グランド周辺の防護ネットへのボールの蹴りこみ・持たれ込み等は禁止です。
＊ グランド内での飲食は禁止、給水はミネラルウォーターのみ可です。
＊ 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。

　（グランドの外側に設営することは可能です。）
＊ グランド内は全面禁煙（公園内の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。

＊ 終了時ベンチあいさつはなしとします。
＊ コイントスは行わず、対戦表.の左のチームがグランドに向かって左側エンド

（ベンチサイド側）とし、キックオフは対戦表の右のチームとする。
（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。

＊ ユニホームの色が重複している場合は、事前に該当チーム同士で調整をお願い致します。
＊ ユニホームは統一された背番号付を着用するのが望ましいが、ビブスでも可とする。
＊ 昼休みの時間を充分に設けていませんので、昼食についてはご留意願います。

＊ 本部にて審判カードの受け取りをお願いします。
（予選リーグの審判カードは受付の際にお渡し致します。）

＊ 試合終了後速やかに、本部に試合結果を報告願います。
　　　　　　　　＊ アディショナルタイムはなしです。

遅れると、次の試合時間に影響するため、プログラムの時間どおりに進行致します。
試合進行のご協力よろしくお願いします。

＊ 副審は、必ずアップシューズでお願いします。
（大人・子供ともに副審はスパイク禁止です。）

☆応援について
＊ 応援は観客席でお願いします。観客席へは園路をお通り願います。
＊ 子ども達にエールを送るような声援をお願いします。

☆ＡＥＤについて
＊ クラブハウス内に設置場所に設置しています。

☆審判について



☆緊急連絡先について
＊ 緊急の場合は、周りに応援を求め、慌てず、落ち着いて対応しましょう。

事故・盗難
淡路市 淡路警察署 ０７９９-７２-０１１０
救急医療
洲本市 県立淡路医療センター０７９９-２３-２７００
淡路市 津名病院 ０７９９-６２-７５０１
淡路市 河上整形外科 ０７９９-６２-４７１１
（注１）県立淡路病院は救急センター対応で２４時間受付
（注２）津名病院・河上整形外科へは事前に電話で確認の上、受診

☆落雷事故発生の防止について
＊ 落雷事故発生の危険を予測できる場合は、大会本部からお知らせします。

落雷の際には、速やかに試合を中断し車などに避難し安全確保をお願いします。

☆クラブハウスについて
＊ クラブハウスへ入る際は、靴の泥をよく落としてから入るようにして下さい。

（共同で使用する場所です。少しの意識でみんなが快適に使用出来る様心掛けて下さい。）
＊ 各チームの待機場所としての利用は禁止とさせて頂きます。

☆その他
＊ 会場は、多数の人ですので特に小さなお子さん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。
＊ 公園内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。
＊ グランド内の水分補給は、水のみです。

　　　大会における注意事項・連絡事項②



チーム名 ６年 ５年 ２年 ６年 ４年 女子Ｂ 女子Ａ 代表者/事務局 携帯番号 Ｅ－ｍａｉｌ

神戸市 神陵台サッカークラブ ◎ 瀬戸口　豊 090-3278-4283 s_masami@nifty.com
神戸市 東舞子サッカークラブ 　 ◎ 井若　丞二 090-1245-4912 jo_iwaka@ab.auone-net.jp
神戸市 神出サッカークラブ ◎ 橋本　滋 090-8121-9298 hashi555kupo@yahoo.co.jp
神戸市 新多聞サッカークラブ 　 ◎ 大西　信夫 090-9049-7887 nsbsw862@ybb.ne.jp
神戸市 つつじが丘ファミリーサッカー ◎ 　 　　 三好　浩一 090-9163-3103 ko.miyoshi@nifty.com
神戸市 西神中央フットボールクラブ 　 ◎ 中原　桂二 090-3282-6465 goemon44@ares.eonet.ne.jp
神戸市 学園フットボールクラブ ◎ 　 ◎ 中野　洋史 090-3050-4402 yohshi_nakano@yahoo.co.jp
神戸市 ヨーケンフットボールクラブ ◎ 松本　憲悟 090-8751-9143 mango30@nifty.com
神戸市 垂水多聞台サッカークラブ 　 ◎ 森　浩一 090-9112-4203 a3051228@yahoo.co.jp
神戸市 塩屋フットボールクラブ 　 ◎ 山地　和興 090-1447-7486 shioyafc@gmail.com
神戸市 マリノフットボールクラブ ◎ 　 　　 倉谷　辰司 090-3627-9104 kuratani@marinofc.com
神戸市 井吹台サッカークラブ 　 ◎ ◎ ◎ 稲本  由男 090-2010-8417 inamoto1960@ybb.ne.jp
神戸市 ＦＣ玉津 ◎ 　 　　 花元  英樹 090-5879-5078 room_hides@yahoo.co.jp
神戸市 霞ヶ丘学園サッカークラブ ◎ 赤尾　成幸 090-3941-5227 meihou@jeans.ocn.ne.jp
神戸市 ロヴェスト神戸 ◎ 産屋敷　富夫 090-5463-8722 ｔ.ubuyasiki@lovest－kobe.com
神戸市 千代が丘サッカークラブ 　 ◎ 池田　聡 090-4762-5109 buicd508@hi-net.zaq.ne.jp
神戸市 桜の宮サッカークラブ ◎ 　 　　 駒田　祥彰 080-5332-5180 cherryberry-777@kinki.zaq.jp   

神戸市 西須磨サッカークラブ ◎ 中川　勉 090-8527-1182 tmym-y@alpha.ocn.ne.jp
神戸市 ＦＣ成徳 ◎ 　 　　 吉田　正邦 080-4765-0424 yossy_damadama@nike.eonet.ne.jp
神戸市 だいちサッカークラブ ◎ 原田　伸一 080-6210-3818 harada@rgm.jp
神戸市 王子フットボールクラブ ◎ 谷川　宗孝 090-1024-7645 munetaka@mvh.biglobe.ne.jp
神戸市 多井畑サッカークラブ ◎ 　 　　 増井　光資 090-8126-2921 m324@feel.ocn.ne.jp
神戸市 箕谷サッカークラブ 　 ◎ 藤原　潤 090-1485-8407 ryoami124327@ybb.ne.jp
神戸市 横尾サッカークラブ ◎ 三國　嗣彦 090-1897-4105 t-miku@yorigami.co.jp
淡路市 東浦フットボールクラブ 　 ◎ 　　 川西　彰 090-2703-5369 a-kawanishi080201@iris.eonet.ne.jp
淡路市 北淡フットボールクラブジュニア ◎ 漣　幸広 090-8215-5350 sazanami.fc.0011@maia.eonet.ne.jp
淡路市 岩屋フットボールクラブ 　 ◎ 村田　善紀 090-6668-0228 yoiyuke@yahoo.co.jp
淡路市 一宮フットボールクラブ 　 ◎ 柴峠　佳宏 090-3676-4163 shibayan0311@yahoo.co.jp
淡路市 ダイナマイト.W.F.C.Jr ◎ ◎ 　 　　 住村　千博 090-4643-0214 worldstone@seagreen.ocn.ne.jp
淡路市 淡路レディースサッカークラブ 　 ◎ 　　 丸井　貴文 090-7348-6624 taka-sachi@sea.sannet.ne.jp
明石市 花園フッボールクラブ ◎ 倉田　学 090-5897-7722 yukkuraika999@gmail.com
明石市 人丸フットボールクラブ 　 ◎ 早田　由紀夫 090-3167-2307 y-hayata@msd.biglobe.ne.jp
明石市 藤江キッズサッカークラブ 　 ◎ 小林　和信 090-7116-8290 info@fujie-ksc.com
明石市 明石フットボールクラブ ◎ 　 　　 市川　克己 090-5660-8280 fckatsu23@lake.ocn.ne.jp
加東市 フッボールクラブ　エストラージャ ◎ 　 　　 徳丸　陽亮 080-3515-2571 estrella.2009@ac.auone-net.jp
伊丹市 北摂ガールズ ◎ 田口　卓宏 090-1144-9476 ipc05@bca.bai.ne.jp
伊丹市 伊丹南サッカークラブ 　 ◎ 五十嵐  邦一 090-7349-6683 knkz_8810_1504@na3.fiberbit.net
尼崎市 武庫之荘フットボールクラブ ◎ 上川路　孝行 090-3279-9030 kamikawaji@kenzai5.com
宝塚市 長尾ウオーズフットボールクラブ 　 ◎ 山田　暢彦 090-1485-2493 no_kentakki@ybb.ne.jp
西宮市 西宮SC ◎ ◎ 黄島　哲郎 090-9254-3110 tetsushoot11@bcc.bai.ne.jp
神戸市 有瀬サッカークラブ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 清見　昌功 090-1916-5371 kiyomasa_mk@yahoo.co.jp

参加チーム一覧
１１月１９日（土） １１月20日（日）

mailto:hashi555kupo@yahoo.co.jp
mailto:ko.miyoshi@nifty.com
mailto:nacky@gaia.eonet.ne.jp
mailto:mango30@nifty.com
mailto:shioyafc@gmail.com
mailto:inamoto1960@ybb.ne.jp
mailto:room_hides@yahoo.co.jp
mailto:meihou@jeans.ocn.ne.jp
mailto:buicd508@hi-net.zaq.ne.jp
mailto:cherryberry-777@kinki.zaq.jp
mailto:m324@feel.ocn.ne.jp
mailto:ryoami124327@ybb.ne.jp
mailto:t-miku@yorigami.co.jp
mailto:a-kawanishi080201@iris.eonet.ne.jp
mailto:sazanami.fc.0011@maia.eonet.ne.jp
mailto:shibayan0311@yahoo.co.jp
mailto:worldstone@seagreen.ocn.ne.jp
mailto:taka-sachi@sea.sannet.ne.jp
mailto:y-hayata@msd.biglobe.ne.jp
mailto:fckatsu23@lake.ocn.ne.jp
mailto:estrella.2009@ac.auone-net.jp
mailto:ipc05@bca.bai.ne.jp
mailto:no_kentakki@ybb.ne.jp
mailto:tetsushoot11@bcc.bai.ne.jp
mailto:kiyomasa_mk@yahoo.co.jp


＜6年生ブロック＞
Ａブロック ①有瀬 ②成徳 ③花園 ④武庫之荘 Bブロック ⑤エストラージャ ⑥西須磨 ⑦玉津 ⑧学園

①有瀬 ⑤エストラージャ

②成徳 ⑥西須磨

③花園 ⑦玉津

④武庫之荘 ⑧学園

＜5年生ブロック＞
Ａブロック ①有瀬 ②神陵台 ③多井畑 ④北淡 Bブロック ⑤ダイナマイト ⑥塩屋 ⑦西神中央 ⑧藤江

①有瀬 ⑤ダイナマイト

②神陵台 ⑥塩屋

③多井畑 ⑦西神中央

④北淡 ⑧藤江

＜2年生ブロック＞
Ａブロック ①ダイナマイト ②井吹台 ③マリノ ④霞ヶ丘 Bブロック ⑤有瀬 ⑥長尾ウォーズ ⑦ヨーケン ⑧多聞台

①ダイナマイト ⑤有瀬

②井吹台 ⑥長尾ウォ―ズ

③マリノ ⑦ヨーケン

④霞ヶ丘 ⑧多聞台

Ｎｏ． 審判 審判 審判 審判 審判 審判

① ①有瀬 ②成徳 ⑦玉津 ③花園 ④武庫之荘 ⑧学園 ①有瀬 ②神陵台 ⑦西神中央 ③多井畑 ④北淡 ⑧藤江 ①ダイナマイト ②井吹台 ⑦ヨーケン ③マリノ ④霞ヶ丘 ⑧多聞台

② ⑤エストラージャ ⑥西須磨 ③花園 ⑦玉津 ⑧学園 ④武庫之荘⑤ダイナマイト ⑥塩屋 ③多井畑 ⑦西神中央 ⑧藤江 ④北淡 ⑤有瀬 ⑥長尾ウォーズ ③マリノ ⑦ヨーケン ⑧多聞台 ④霞ヶ丘

③ ①有瀬 ③花園 ⑤エストラージャ ②成徳 ④武庫之荘⑥西須磨 ①有瀬 ③多井畑 ⑤ダイナマイト ②神陵台 ④北淡 ⑥塩屋 ①ダイナマイト ③マリノ ⑤有瀬 ②井吹台 ④霞ヶ丘 ⑥長尾ウォーズ

④ ⑤エストラージャ ⑦玉津 ①有瀬 ⑥西須磨 ⑧学園 ②成徳 ⑤ダイナマイト ⑦西神中央 ①有瀬 ⑥塩屋 ⑧藤江 ②神陵台 ⑤有瀬 ⑦ヨーケン ①ダイナマイト ⑥長尾ウォーズ ⑧多聞台 ②井吹台

⑤ ①有瀬 ④武庫之荘 ⑦玉津 ②成徳 ③花園 ⑧学園 ①有瀬 ④北淡 ⑦西神中央 ②神陵台 ③多井畑 ⑧藤江 ①ダイナマイト ④霞ヶ丘 ⑦ヨーケン ②井吹台 ③マリノ ⑧多聞台

⑥ ⑤エストラージャ ⑧学園 ③花園 ⑥西須磨 ⑦玉津 ④武庫之荘⑤ダイナマイト ⑧藤江 ③多井畑 ⑥塩屋 ⑦西神中央 ④北淡 ⑤有瀬 ⑧多聞台 ③マリノ ⑥長尾ウォーズ ⑦ヨーケン ④霞ヶ丘

⑦
６年
Ａ組４位

６年
B組４位

Ａ２位
６年
Ａ組３位

６年
B組３位

Ｂ１位
５年
Ａ組４位

５年
B組４位

Ａ２位
５年
Ａ組３位

５年
B組３位

Ｂ１位
２年
Ａ組４位

２年
B組４位

Ａ２位
２年
Ａ組３位

２年
B組３位

Ｂ１位

⑧
６年
Ａ組２位

６年
B組２位

Ａ４位
６年
Ａ組１位

６年
B組１位

Ｂ３位
５年
Ａ組２位

５年
B組２位

Ａ４位
５年
Ａ組１位

５年
B組１位

Ｂ３位
２年
Ａ組２位

２年
B組２位

A４位
２年
Ａ組１位

２年
B組１位

Ｂ３位

表彰式　＆　閉会式　（本部前で実施）

Ａコート Ｂコート Ｃコート

１３：００～１３：３５

１４：２０～１４：５５

１５：０５～１５：４０

１６：００～

９：４０～１０：１５

１０：２０～１０：５５

１１：００～１１：３５

１１：４０～１２：１５

１２：２０～１２：５５

試合時間 Ｄコート Ｅコート

１１月１９日（土）
第９回ブリッジカップスケジュール　

～有瀬ＳＣ杯～

天然芝（6年生）計８チーム 天然芝（5年生）計８チーム 人工芝（２年生）計８チーム　

Ｆコート



（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。

（１）競技方式
①４チームずつの予選リーグを行う。
　　（４チームＸ２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、１～８位を決定する。
③試合時間は、１５分 － （５分） － １５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
上位を決定し、これも同じ場合は、両者の対戦結果を上位とする。
全て同じ場合は、コイントスによって順位を決定する。
②順位決定戦
同点の場合は、決勝戦のみ３人制のＰＫ戦を行う。
それ以外の決定戦はＰＫ戦を行わず８対８のジャンケン対決にて勝敗を決定する。

（３）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）

Ａブロック ①有瀬 ②神陵台 ③多井畑 ④北淡 得　点 失点 得失差 勝点 ﾌﾞﾛｯｸ順位

①有瀬

②神陵台

③多井畑

④北淡

Ｂブロック ⑤ダイナマイト ⑥塩屋 ⑦西神中央 ⑧藤江 得　点 失点 得失差 勝点 ﾌﾞﾛｯｸ順位

⑤ダイナマイト

⑥塩屋

⑦西神中央

⑧藤江

決  勝  戦 Ａ１位 ― Ｂ１位

３・４位決定戦 Ａ２位 ― Ｂ２位

５・６位決定戦 Ａ３位 ― Ｂ３位

７・８位決定戦 Ａ４位 ― Ｂ４位

試合タイムスケジュール

審判 審判

① ①有瀬 - ②神陵台 ⑦西神中央 ③多井畑 - ④北淡 ⑧藤江

② ⑤ダイナマイト - ⑥塩屋 ③多井畑 ⑦西神中央 - ⑧藤江 ④北淡

③ ①有瀬 - ③多井畑 ⑤ダイナマイト ②神陵台 - ④北淡 ⑥塩屋

④ ⑤ダイナマイト - ⑦西神中央 ①有瀬 ⑥塩屋 - ⑧藤江 ②神陵台

⑤ ①有瀬 - ④北淡 ⑦西神中央 ②神陵台 - ③多井畑 ⑧藤江

⑥ ⑤ダイナマイト - ⑧藤江 ③多井畑 ⑥塩屋 - ⑦西神中央 ④北淡

⑦
５年
Ａ組４位

-
５年
B組４位

Ａ２位
５年
Ａ組３位

-
５年
B組３位

Ｂ１位

⑧
５年
Ａ組２位

-
５年
B組２位

Ａ４位
５年
Ａ組1位

-
５年
B組1位

Ｂ３位

<大会順位＞
優　 勝 ①有瀬

準優勝 ②神陵台

３　  位 ③多井畑

４　　位 ④北淡

５　　位 ⑤ダイナマイト

６　　位 ⑥塩屋

７　　位 ⑦西神中央

８　　位 ⑧藤江

１４：２０～１４：５５

１５：０５～１５：４０

　　　　１６：００～ 表彰式＆閉会式

＜チームＭＶＰ＞

９：４０～１０：１５

１０：２０～１０：５５

１１：００～１１：３５

１１：４０～１２：１５

１２：２０～１２：５５

１３：００～１３：３５

順位決定戦

Ｎｏ． 試 合 時 間
Cコート（天然芝）　コート責任者：木嶋 Dコート（天然芝）　コート責任者：木嶋

対戦チーム 対戦チーム

１１月１９日（土）
第９回ブリッジカップ（有瀬ＳＣ杯）＜5年生大会＞　

＜競技規則＞

（１）試合人数は８人制とする。

＜競技方法＞

予選リーグ



区分 参加チーム 優勝 ２位 ３位

６年生 6 学園FC 有瀬ＳＣ 西須磨SC
５年生 6 マリノFC 東舞子SC 学園FC

４・３年生 6 東舞子SC 西神SC 有瀬ＳＣ
２・１年生 8 マリノFC 垂水多聞台SC 霞ヶ丘SC

女子 6 垂水SS塩屋 だいちSC 木津SC
６年生 6 藍住南FC シエロFC 有瀬ＳＣ
５年生 6 加古川神野FC 押部FC 有瀬ＳＣ
女子 6 井吹台SC 八多SC ソレイユ神戸

５・４年生 8 弥生FC 明石FC ヨーケンFC
３・２年生 8 井吹台SC 学園FC 岩屋FC
１年生 8 東舞子SC ＦＣエストラージャ 井吹台ＳＣ　Ａ
６年生 12 マリノFC FCライオス 有瀬SC
女子 12 FC玉津 垂水SS塩屋 ソレイユ神戸

５年生 8 岩岡ＦＣアミーゴ 人丸ＦＣ 北淡FCJｒ
３年生 8 東舞子SC 新多聞SC FC玉津
女子 8 だいちSC みさきFC 淡路レディースSC

６年生 8 マリノFC 神出SC 西須磨SC
４年生 8 センアーノ神戸Jr FC玉津 岩屋FC
２年生 8 井吹台SC だいちSC つつじが丘FS
４年生 8 FC玉津 塩屋ＦＣ 明石ＦＣ
３年生 8 みさきＦＣ 人丸ＦＣ 学園FC

女子Ｕ－１０ 6 井吹台ＳＣ コスモＦＣ 多井畑ＦＣ
女子Ｕ－１２ 6 井吹台ＳＣ 有瀬ＳＣ だいちＳＣ

６年生 8 若草ＳＳＣ 岩岡ＦＣアミーゴ 有瀬ＳＣ
５年生Ａの部 8 センアーノ神戸Jr 加古川神野ＳＣ FC玉津
５年生Ｂの部 8 ヨーケンＦＣ 霞ヶ丘ＳＣ 西神中央ＦＣ

４年生 8 ダイナマイトＷ.F.C.Jr 大塩ＳＣ 花園ＦＣ
３年生 8 東舞子ＳＣ 人丸ＦＣ 霞ヶ丘ＳＣ

女子４Ａの部 6 多井畑ＳＣ みさきFC 塩屋ＦＣ
女子４Ｂの部 6 コスモＦＣ 有瀬ＳＣ 井吹台ＳＣ　
６年生Ａの部 8 FC玉津 桜の宮ＳＣ つつじが丘FS
６年生Ｂの部 8 FCエストラージャ 千代が丘ＳＣ 明石ＦＣ
５年生Ａの部 6 西須磨ＳＣ 弥生ＦＣ 霞ヶ丘ＳＣ
５年生Ｂの部 6 神陵台ＳＣ 板宿ＳＣ ヨーケンＦＣ

５年生 8 川内北ＳＳＳ ダイナマイトＷ.F.C.Jr ネイポリスＦＣ
２年生 8 学園ＦＣ 垂水多聞台ＳＣ 霞ヶ丘学園ＳＣ

Ｈ２５・１１・１６ 女子 8 淡路レディース 神戸コスモＦＣ 多井畑ＳＣ
６年生Ａの部 8 社ＦＣ 花園ＦＣ 明石ＦＣ
６年生Ｂの部 8 一宮ＦＣ 千代が丘ＳＣ ヨーケンＦＣ

４年生 6 新多聞ＳＣ 明石ＦＣ 東舞子ＳＣ
３年生 6 つつじが丘ＦＳ 有瀬ＳＣ FCエストラージャ
４年生 8 加古川神野 福良ＦＣ マリノＦＣ
３年生 8 学園ＦＣ 人丸ＦＣ つつじが丘FS
２年生 6 花園ＦＣ センアーノ 西須磨ＳＣ
６年生 8 藍住南ＦＣ 桜の宮ＳＣ 武庫之荘ＦＣ
５年生 8 ヨーケンＦＣ 北淡ＦＣ 大塩ＳＣ

女子４Ａの部 6 大阪コスモ 淡路レディース 神戸コスモ
女子４Ｂの部 6 箕谷ＳＣ 有瀬ＳＣ 横尾ＳＣ

６年生 8 新多聞ＳＣ 桜の宮ＳＣ ヨーケンFC
５年生 8 大塩SC 岩屋FC 千代が丘SC
４年生 6 人丸FC 武庫之荘FC 北淡FC
女子 6 井吹台SC 淡路レディース 北五葉SC

６年生 6 明石FC ルゼルやわた 学園FC
５年生 6 つつじが丘ＦＳ 有岡FC 霞ヶ丘SC
４年生 6 社ＦＣ 有瀬SC FCエストラージャ
３年生 8 長尾ＷＦＣ 千代が丘ＳＣ 岩岡ＦＣ
女子 6 学園FC 多井畑FC つつじが丘FS

第２回
Ｈ２１・１１・２１

Ｈ２１・１１・２２

Ｈ２６・１１・１６

第７回
Ｈ２６・１１・１５

Ｈ２５・１１・１７

第６回
（有瀬ＳＣ２０周年大会）

第５回
Ｈ２４・１１・１７

Ｈ２４・１１・１８

第８回
Ｈ２７・１１・１４

Ｈ２７・１１・１５

Ｈ２３・１１・２０

第４回
Ｈ２３・１１・１９

ブリッジカップ栄光の記録

第３回
Ｈ２２・１１・２０

Ｈ２２・１１・２１

第１回
（有瀬ＳＣ１５周年大会）

Ｈ２０・１１・２３

Ｈ２０・１１・２４



有瀬

井吹台Ｃ 井吹台Ａ淡路Ｌ

岩屋 つつじが丘 東舞子 明石

横尾

有瀬 伊丹南 人丸 桜の宮

Ｆコート Ｅコート

Ｂコート Ａコート

神出

有瀬Ｕ１２ 有瀬Ｕ９ 箕谷 だいち 学園 北摂 西宮Ｕ１２ 西宮Ｕ１０

Ｃコート

千代が丘 一宮 王子 新多聞 ロヴェスト 東浦

Ｄコート

Ｂコート
エストラー

ジャ
武庫之荘

Ａコート

成徳

西神中央 塩屋

有瀬 学園花園 西須磨

ダイナマイ
ト

２０日（日）待機場所

玉津

１９日（土）待機場所
Ｄコート Ｃコート

北淡

長尾

神陵台多井畑

有瀬

有瀬

ヨーケンマリノ霞ヶ丘

Ｆコート

多聞台

ダイナマイ
ト

藤江

井吹台

Ｅコート



入り口 入り口

入り口 入り口

入り口 入り口

受付

女子トイレ　　　クラブハウス　　男子トイレ

通路

大会本部

第１駐車場

園路

天然芝グランド（第２サッカー場）

園路

天然芝グランド（第１サッカー場）

Ｄコート Ｃコート Ｂコート

観客席スタンド

Ａコート

通路

園路

人工芝グランド（第３サッカー場）

第４駐車場

アップ場

観客席スタンド 観客席スタンド

入口

園路Ｆコート Ｅコート

入り口 入り口

園路
観客席スタンド

通路

観客席スタンド

観客席スタンド



　　交通ご案内

　　　アクセスマップ

東浦ＩＣよりお車で約２０分（約１３ｋｍ）


	表紙 
	あいさつ
	大会概要 
	注意事項① 
	注意事項② 
	参加チーム連絡先
	１９日（土）全体スケジュール
	１９日（土）５年生 
	栄光の記録
	待機場所
	グランド略図
	アクセス
	裏表紙



