
【開催日】 ２０１９年２月１６日（土）

【会場】 コープこうべ協同学苑　（三木市志染町青山7-1-4）

西京極JSC（京都市）

高槻南AFC（高槻市）

藤江KSC（明石市）

FC玉津（神戸市）

FCフレスカ神戸（神戸市）

多井畑FC（神戸市）

センアーノ神戸Jr.（神戸市）

ウッディSC（三田市）

西宮SC（西宮市）

生瀬SC（西宮市）

K.S.FC（西宮市）

FC甲東VIVO（西宮市）

【参加チーム】



名称： ＦＣ甲東VIVO招待 ウィンターカップＵ-９

主催： ＦＣ甲東ＶＩＶＯ

開催日： ２０１９年２月１６日（土）

会場： コープこうべ協同学苑　（三木市志染町青山7-1-4）、南グランド・北グランド

参加費： チャンピオン杯　４,５００円、チャレンジ杯　３,０００円（大会本部へお納め下さい。）

参加資格： 小学生で構成されたチームで、参加選手はスポーツ傷害保険に加入していること。

競技規則： ８人制での競技とし、日本サッカー協会規定の「サッカー競技規則」に準ずる。

使用球は、４号革張りとする。（各チームより試合球のご提供をお願いします。）

大会規定： ①  試合方法： チャンピオン杯
８人制３チーム４ブロックで予選リーグを行います。
その後、各ブロックの成績による順位決定戦を行います。
チャレンジ杯
８人制３チーム２ブロックで予選リーグを行います。
その後、各ブロックの成績による順位決定戦を行います。

②  成績： リーグ戦は、勝ち点（勝３、引き分け１、負０）により順位を決定する。
ただし、同勝ち点の場合は、得失点差、総得点、
当該チームの対戦結果、くじ引きの順で決定する。

順位決定戦は、前後半を終了し同点の場合、
試合番号⑲、㉑、㉓、㉔(決勝、３位・５位・９位決定戦)はPK戦（３人）とする。
その他はPK戦（サドンデス）とする。

③  試合時間： 　１５分－３分－１５分（チャンピオン杯の予選リーグは１２分－３分－１２分）

④ .表彰： チャンピオン杯：優勝、準優勝、第３位、第５位、第９位チームに
トロフィーを授与します。
チャレンジ杯：優勝、準優勝、第３位チームにトロフィーを授与します。

各チームより優秀選手１名を選出していただき、メダルを授与します。

⑤  審判： 対戦チームにて相互主審（前半左側チーム、後半右側チーム）、
審判服は必要ありません。

⑥  選手交代：　選手交代は自由で、リエントリー制とする。二度警告を受けた選手、
退場処分を受けた選手は次の試合の出場を認めません。

雨天の場合： 原則として雨天決行といたします。
やむをえず中止の場合は午前６時に各代表者様に連絡いたします。

その他： ① 開会式は行いませんので、試合開始に合わせてお越し下さい。

② 雨と寒さを防ぐ施設がありませんので、各ﾁｰﾑにてテントをご用意ください。

③ ごみは各チームで責任をもって持ち帰ってください。

④ 喫煙は決められた場所でお願いします。

⑤ 大会中の負傷・事故は基本的に各チームで対処をお願いします。
.ただし救急等非常の場合は本部までお越しください。

⑥ 施設内の駐車場は北駐車場をご利用いただきます。
南駐車場は選手や荷物を下ろす為の停車は可能ですので
選手・荷物を下ろした後に北駐車場に移動して駐車をお願いいたします。

問い合わせ先： 荻野　博（ＦＣ甲東ＶＩＶＯ）
携帯NO：　０９０７７６９０１６４　
携帯-MAIL：　ogi147alfista@docomo.ne.jp
PC-MAIL　：　h_ogino@or2.fiberbit.net

松浦　康一（ＦＣ甲東ＶＩＶＯ）
携帯NO：　０９０９５６５５６７２ 
携帯-MAIL　：　zidane.henry.yumi.51@gmail.com

【ＦＣ甲東VIVO招待 ウィンターカップＵ-９　大会要項】
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ＦＣ甲東VIVO招待 ウィンターカップＵ-9 　チャンピオン杯リーグブロック分け
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Ｔｉｍｅ ＮＯ 備考 主審 ＮＯ 主審

9:20 ① 予選
リーグ

ウッディSC VS 多井畑FC 相互 ② K.S.FC VS センアーノ神戸 相互

9:50 ③ 予選
リーグ

生瀬SC VS FCフレスカ神戸 相互 ④ 西宮SC VS FC玉津 相互

10:20 ⑤ 予選
リーグ

FC甲東VIVO VS ウッディSC 相互 ⑥ 西京極JSC VS K.S.FC 相互

10:50 ⑦ 予選
リーグ

藤江KSC VS 生瀬SC 相互 ⑧ 高槻南AFC VS 西宮SC 相互

11:20 ⑨ 予選
リーグ

多井畑FC VS FC甲東VIVO 相互 ⑩ センアーノ神戸 VS 西京極JSC 相互

11:50 ⑪ 予選
リーグ

FCフレスカ神戸 VS 藤江KSC 相互 ⑫ FC玉津 VS 高槻南AFC 相互

12:30 ⑬ 順位
決定

Ａブロック2位 VS Ｂブロック2位 相互 ⑭ Ａブロック3位 VS Ｂブロック3位 相互

13:10 ⑮ 順位
決定

Ｃブロック2位 VS Ｄブロック2位 相互 ⑯ Ｃブロック3位 VS Ｄブロック3位 相互

13:50 ⑰ 順位
決定

Ａブロック1位 VS Ｂブロック1位 相互 ⑱ Ｃブロック1位 VS Ｄブロック1位 相互

14:30 ⑲ 順位
決定

⑭勝ち VS ⑯勝ち 相互 ⑳ ⑭負け VS ⑯負け 相互

15:10 ㉑ 順位
決定

⑬勝ち VS ⑮勝ち 相互 ㉒ ⑬負け VS ⑮負け 相互

15:50 ㉓ 順位
決定

⑰勝ち VS ⑱勝ち 相互 ㉔ ⑰負け VS ⑱負け 相互

【お願い】 大会運営を円滑に行うため、試合開始の5分前にはピッチサイドにお集まりください。

試合時間について、予選リーグは１２分－３分－１２分、順位決定戦は１５分－３分－１５分です。

審判に入られる方は、あらかじめご準備をお願いいたします。

対戦チームにて相互主審お願いします（前半左側チーム、後半右側チーム）。

遅れをなくす為、試合終了後のベンチ挨拶は無しとし、近くの選手同士の握手で終了させてください。

順位決定戦は同点の場合、試合番号⑲、㉑、㉓、㉔(決勝、３位・５位・９位決定戦)はPK戦（３人）とする。

その他はPK戦（サドンデス）とする。

ＦＣ甲東VIVO招待 ウィンターカップＵ-9 　チャンピオン杯

試合 試合

南グランド　Aピッチ 南グランド　Bピッチ
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ＮＯ Ｔｉｍｅ 備考 主審

① 9:40 Ａブロック FC甲東VIVO VS K.S.FC 相互

② 10:20 Ｂブロック 西宮SC VS センアーノ神戸 相互

③ 11:00 Ａブロック K.S.FC VS 高槻南AFC 相互

④ 11:40 Ｂブロック センアーノ神戸 VS ウッディSC 相互

⑤ 12:20 Ａブロック 高槻南AFC VS FC甲東VIVO 相互

⑥ 13:00 Ｂブロック ウッディSC VS 西宮SC 相互

⑦ 14:00 ５位決定戦 Ａブロック3位 VS Ｂブロック3位 相互

⑧ 14:40 ３位決定戦 Ａブロック2位 VS Ｂブロック2位 相互

⑨ 15:20 決勝戦 Ａブロック1位 VS Ｂブロック1位 相互

【お願い】

大会運営を円滑に行うため、試合開始の5分前にはピッチサイドにお集まりください。

試合時間は、１５分－３分－１５分でお願いします。

審判に入られる方は、あらかじめご準備をお願いいたします。

対戦チームにて相互主審お願いします（前半左側チーム、後半右側チーム）。

遅れをなくす為、試合終了後のベンチ挨拶は無しとし、近くの選手同士の握手で終了させてください。

順位決定戦は同点の場合、PK戦（３人）とする。

北グランド

試合

ＦＣ甲東VIVO招待 ウィンターカップＵ-9 　チャレンジ杯



施設・駐車場案内

施設内の駐車場は北駐車場をご利用ください。
南駐車場は選手や荷物を下ろす為の停車は可能です。
選手・荷物を下ろした後に北駐車場に移動して駐車をお願いいたします。


