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大会要項

（一社）明石サッカー協会 4種委員長 堂本 昌稔

1. 目的・趣旨

兵庫県下の強豪チームを招待して大会を開催することにより、明石市内のチームのレベルアップを図るとともに、お互いの親睦を深める

2. 主催

（一社）明石サッカー協会（第4種委員会）

3. 日程

2018年6月23日（土）・24日（日）　※開会式はおこないません

4. 会場

明石海浜公園 運動場（明石市二見町南二見8番地１）　設営少年コート4面（クレー）　ゴールライン 46m × タッチライン 68m

5. 参加資格

(1) 日本サッカー協会の登録チーム

(2) 昨年度県大会4年生の部に出場したチーム（招待チーム）と明石市内のチーム

(3) 20歳以上の監督、またはコーチが引率すること

(4) 選手は5年生以下（4･5年生を原則とする）で、全員健康で、保護者の参加承諾を得た者で、日本サッカー協会発行の選手証を有する者

(5) 指導者を含め、全員がスポーツ安全保険等に加入している者

6. 大会規定

(1) 競技規定 日本サッカー協会競技規則に準ずる（8人制）

(2) 競技者の数 8人制とし、退場者が出た場合は補充しても良い

(3) 選手交代 1試合につき16人まで登録でき自由な交代とする

(4) シューズ 固定式で、裏面に金属の見えない物

(5) 組み合わせ 参加チームが確定後、抽選をおこなう（招待チームはリーグ戦各グループに主催者にて振り分ける）

(6) 試合時間 予選リーグは12分-3分-12分、決勝トーナメント・2位トーナメントは15分-5分-15分とする

状況により給水タイムを採用する場合がある（ピッチ内で給水・時間はランニングタイム）

予選リーグにおいてはアディショナルタイムを採用しない

(7) 試合形式

① 1日目（6月23日）は4チーム毎の8グループで予選リーグをおこなう

2日目（6月24日）は予選リーグ各グループ1位チームにて決勝トーナメント、各グループ2位チームにて2位トーナメントをおこなう

② 予選リーグの順位決定は勝ち点方式を採り、勝ちは3点、引分けは1点とする

同点の場合は得失点差･総得点・該当チームとの対戦結果の順で決定するが、いずれも同点の場合は抽選をおこなう

③ 決勝トーナメント、2位トーナメントで同点の場合はPK戦で決定する

④ 決勝戦で同点の場合は5分-5分の延長をおこない、なお決定しない場合はPK戦で決定する
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(8) 表彰 優勝 賞状・トロフィー・メダル

準優勝 賞状・トロフィー

3位 賞状・トロフィー

敢闘賞 賞状・トロフィー　（2位トーナメントの1位）

(9) 疾病・傷害 負傷や疾病については主催者側では手当てや治療の責任は負わない

(10) 審判

① 各チームによる審判割当の相互審判とする（有資格者）

② 2日目のフレンドリー戦をのぞき、すべて主審・副審（2名）の3人審判制とする

③ 審判服を着用し、ワッペンを着けること

(11) 出場選手 選手証・メンバー登録表などの提示、提出はもとめないものとする

本大会出場選手総数の上限は設けない

(12) 指導者の数 ベンチインできる指導者は3名までとする

7. 参加費 1チーム　5,000円　大会初日（6月23日）受付時に徴収

8. 大会役員 大会委員長 （一社）明石サッカー協会　第4種委員長　堂本　昌稔

大会副委員長 （一社）明石サッカー協会　第4種副委員長　菊池　恵造

運営委員長 （一社）明石サッカー協会　第4種委員　小林　和信（藤江KSC）

運営副委員長 （一社）明石サッカー協会　第4種委員　片山　雅夫（貴崎SC）

運営副委員長 （一社）明石サッカー協会　第4種委員　佐渡友　誠二（王子SC）

運営副委員長 （一社）明石サッカー協会　第4種委員　西田  祐馬（林少年SC）

運営委員 （一社）明石サッカー協会　第4種委員　（各チーム役員）

審判委員長 （一社）明石サッカー協会　第4種審判委員長　藤本　義和

審判委員 各チームの帯同審判員

9. 附則

(1) 表彰 表彰にて授与されるメダルは16個を上限とする（必要な場合は実費にて斡旋）

(2) 試合時間 参加チーム数により、試合時間を調整することがある（組み合わせ確定時に通知）

10. 問い合わせ先 （一社）明石サッカー協会　第4種委員　小林　和信（藤江KSC）

TEL. 090-7116-8290　mail. info@fujie-ksc.com



参加チーム・予選リーグ組み合わせ

・招待チーム

・明石サッカー協会チーム

・予選リーグ組み合わせ（1日目・6月23日）

清水 やまて 魚住

三原SSD 西宮SS

F G H

メールアドレス

4 二見西 二見北 林 西明石CT 大久保

高丘

3 江井島 沢池 王子 藤江 花園 錦が丘 エスペランサ 人丸

2 明石FC 錦浦 貴崎 レッドスター 谷八木 中崎 明石少年

1 兵庫FC コンパニェロ うりぼう 芦屋SC ルゼルやわた センアーノ

A B C D E

高丘SC 横山 info@takaokasc.com レッドスターFC 今井 imai@stellate-sports-club.co.jp

清水SC 宗実 munezat@hotmail.com やまてSC 立花 tatti630mysko@nifty.com

沢池SC 堀村 yamato-boy0531@cyber.ocn.ne.jp FC谷八木 出井 defdesk@yahoo.co.jp

錦浦SC 矢野 kur.yano@mint.ocn.ne.jp 二見西FC 山端 wkarimasen1234@yahoo.co.jp

貴崎SC 片山 mkattann1959@yahoo.co.jp 二見北SC 藤原 bu-ma.tyn80@ab.auone-net.jp

大久保SC 西崎 kysy07031202@sky.plala.or.jp 藤江KSC 小林 info@fujie-ksc.com

王子FC 佐渡友 sadotomo@iris.eonet.ne.jp 人丸FC 早田 y-hayata@msd.biglobe.ne.jp

エスペランサFC 藤原 info@esperanza-fc.com 林少年SC 西田 ka1111ka0116@gmail.com

江井島イレブン 菊池 kikuko0414@yahoo.co.jp 花園FC 松島 matusima.masahiro@opal.plala.or.jp

魚住UFC 前田 hrs6116@yahoo.co.jp 錦が丘ウイングス 岩下 kenji.wings.1993@docomo.ne.jp

明石FC 佐野 j-sano@leto.eonet.ne.jp 西明石セントラルFC 石原 v-goal0907@ymobile.ne.jp

明石少年FC 北村 akashibfc1974@ab.auone-net.jp 中崎マリンブルー 岡田 spx88ce9@drive.ocn.ne.jp

チーム名 代表 メールアドレス チーム名 代表

淡路 三原スポーツ少年団 takedakazuo@gaia.eonet.ne.jp

神戸 センアーノ神戸　ジュニア rayosooki@yahoo.co.jp

丹有 フットボールクラブ　うりぼう n-matsu@ares.eonet.ne.jp

姫路 ルゼルやわた　サッカークラブ m2aki3139@yahoo.co.jp

東播 兵庫フットボールクラブ club@hyogo-fc.com

芦屋 芦屋サッカークラブ ashiyafc1998@gmail.com

チーム名 メールアドレス代表者

西宮 西宮サッカースクール sshonbu@nishinomiyass.jp

尼崎 フットボールクラブ　コンパニェロ tachii104@yahoo.co.jp立川 洋

杉田 隆正

西田 俊一

大木 宏之

永濱 和紀

和田 光彦

松木 教至

武田 和夫



大会記録

・過去の戦績

受付・記録担当者により、チーム名の「表記ゆれ」がある点、ご了承ください

西淡SS

2009 18 西宮SS 兵庫FC 井吹台SC

ヴィッセル神戸2008 17 兵庫FC FCライオスジュニア

2011 20 西宮SS だいちSC

西宮SS 東舞子SC 龍野ジュニアSC

2012 21 2012.6.23-24 明石海浜公園 龍野ジュニアSC 芦屋SC 人丸FC

2013 22

2014 23 2014.6.21-22 明石海浜公園 ウッディSC 芦屋SC FCコンパニェロ

2016 25 2017.6.25-26 明石海浜公園 加古川神野SC 西宮少年SC 尼崎南SC

年度 回

2017 26 2017.6.24-25 明石海浜公園

27 2018.6.23-24 明石海浜公園2018

西宮SS

日程 会場 優勝 準優勝 3位

小部キッズFC

2015.6.20-21 明石海浜公園

加古川神野SC Amizaede jr

2013.6.22-23 明石海浜公園

やまてSC レッドスターFC 御所川SSD2015 24

FCフレスカ神戸

2010 19 西宮SS 芦屋SC



予選リーグ対戦表

A

A① A⑤ A⑨

A① A⑪ A⑦

A⑤ A⑪ A③

A⑨ A⑦ A③

B

B③ B⑦ B⑪

B③ B① B⑨

B⑦ B① B⑤

B⑪ B⑨ B⑤

C

C① C⑤ C⑨

C① C⑪ C⑦

C⑤ C⑪ C③

C⑨ C⑦ C③

D

D③ D⑦ D⑪

D③ D① D⑨

D⑦ D① D⑤

D⑪ D⑨ D⑤

明石FC 江井島 二見西 勝点

ブロック Aピッチ 1･3･5･7･9･11試合

兵庫FC

得点 失点 得失差 抽選 順位TEAM 兵庫FC

明石FC

二見西

江井島

ブロック Bピッチ 1･3･5･7･9･11試合

コンパニェロ

TEAM コンパニェロ 錦浦 沢池 二見北 勝点 得点 失点 得失差 抽選 順位

錦浦

二見北

沢池

抽選 順位

ブロック Cピッチ 1･3･5･7･9･11試合

TEAM うりぼう 貴崎 王子 林 勝点 得点 失点 得失差

貴崎

うりぼう

林

王子

ブロック Dピッチ 1･3･5･7･9･11試合

TEAM 芦屋SC レッドスター 藤江 西明石CT 勝点 得点 失点 得失差 抽選 順位

レッドスター

芦屋SC

藤江

西明石CT



1日目・6月23日(土)

試合時間　12分-3分-12分　（試合間隔　8分）

E

A② A⑥ A⑩

A② A⑫ A⑧

A⑥ A⑫ A④

A⑩ A⑧ A④

F

B④ B⑧ B⑫

B④ B② B⑩

B⑧ B② B⑥

B⑫ B⑩ B⑥

G

C② C⑥ C⑩

C② C⑫ C⑧

C⑥ C⑫ C④

C⑩ C⑧ C④

H

D④ D⑧ D⑫

D④ D② D⑩

D⑧ D② D⑥

D⑫ D⑩ D⑥

2･4･6･8･10･12試合ブロック Aピッチ

失点 得失差 抽選 順位ルゼルやわた 谷八木 花園 大久保 勝点 得点TEAM

ルゼルやわた

谷八木

失点 得失差 抽選 順位

花園

ブロック Bピッチ 2･4･6･8･10･12試合

大久保

センアーノ 中崎 錦が丘 清水 勝点 得点TEAM

中崎

センアーノ

清水

順位

錦が丘

TEAM 三原SSD 明石少年 エスペランサ

ブロック Cピッチ 2･4･6･8･10･12試合

失点 得失差 抽選やまて 勝点 得点

三原SSD

明石少年

失点 得失差 抽選 順位

エスペランサ

ブロック Dピッチ 2･4･6･8･10･12試合

やまて

西宮SS 高丘 人丸 魚住 勝点 得点TEAM

西宮SS

魚住

高丘

人丸



決勝トーナメント・2位トーナメント

試合時間　15分-5分-15分（決勝同点時は5分-5分の延長）

B④

D④

B⑥ D⑥

D①

B②

D②

G

H

B⑤D⑤

C

B③

D③

D

E

F

B･Dピッチ決勝トーナメント

優勝

A

B

B①

準優勝

３位



2日目・6月24日(日)

試合時間　15分-5分-15分

C②

C①

A

A①

B

敢闘賞

C⑥

E

D

A⑥

C④

A④

A②

F

C⑤ A⑤

A③

C

H

C③

G

2位トーナメント A･Cピッチ



スケジュール

① ～ A B

② ～ E F

③ ～ A B

④ ～ E F

⑤ ～ A B

⑥ ～ E F

⑦ ～ A B

⑧ ～ E F

⑨ ～ A B

⑩ ～ E F

⑪ ～ A B

⑫ ～ E F

① ～ C D

② ～ G H

③ ～ C D

④ ～ G H

⑤ ～ C D

⑥ ～ G H

⑦ ～ C D

⑧ ～ G H

⑨ ～ C D

⑩ ～ G H

⑪ ～ C D

⑫ ～ G H15:55 16:22 明石少年 エスペランサ 貴崎 王子 魚住 西宮SS

西明石CT 芦屋SC 高丘 魚住

西明石CT 芦屋SC

15:20 15:47 貴崎 王子 やまて 三原SSD

14:45 15:12 やまて 三原SSD 林 うりぼう 高丘 魚住

レッドスター 西明石CT 西宮SS 人丸

レッドスター 西明石CT

14:10 14:37 林 うりぼう 明石少年 やまて

13:35 14:02 明石少年 やまて 貴崎 林 西宮SS 人丸

芦屋SC 藤江 人丸 魚住

芦屋SC 藤江

13:00 13:27 貴崎 林 三原SSD エスペランサ

12:25 12:52 三原SSD エスペランサ うりぼう 王子 人丸 魚住

藤江 西明石CT 西宮SS 高丘

藤江 西明石CT

11:50 12:17 うりぼう 王子 エスペランサ やまて

11:15 11:42 エスペランサ やまて 王子 林 西宮SS 高丘

芦屋SC レッドスター 高丘 人丸

芦屋SC レッドスター

10:40 11:07 王子 林 三原SSD 明石少年

10:05 10:32 三原SSD 明石少年 うりぼう 貴崎 高丘 人丸

レッドスター 藤江 魚住 西宮SS

レッドスター 藤江

9:30 9:57 うりぼう 貴崎 明石少年 エスペランサ

Ｃピッチ Ｄピッチ

対戦 審判 対戦 審判

15:55 16:22 谷八木 花園 明石FC 江井島 清水 センアーノ

二見北 コンパニェロ 中崎 清水

二見北 コンパニェロ

15:20 15:47 明石FC 江井島 大久保 ルゼルやわた

14:45 15:12 大久保 ルゼルやわた 二見西 兵庫FC 中崎 清水

錦浦 二見北 センアーノ 錦が丘

錦浦 二見北

14:10 14:37 二見西 兵庫FC 谷八木 大久保

13:35 14:02 谷八木 大久保 明石FC 二見西 センアーノ 錦が丘

コンパニェロ 沢池 錦が丘 清水

コンパニェロ 沢池

13:00 13:27 明石FC 二見西 ルゼルやわた 花園

12:25 12:52 ルゼルやわた 花園 兵庫FC 江井島 錦が丘 清水

沢池 二見北 センアーノ 中崎

沢池 二見北

11:50 12:17 兵庫FC 江井島 花園 大久保

11:15 11:42 花園 大久保 江井島 二見西 センアーノ 中崎

コンパニェロ 錦浦 中崎 錦が丘

コンパニェロ 錦浦

10:40 11:07 江井島 二見西 ルゼルやわた 谷八木

10:05 10:32 ルゼルやわた 谷八木 兵庫FC 明石FC 中崎 錦が丘

錦浦 沢池 清水 センアーノ

錦浦 沢池

9:30 9:57 兵庫FC 明石FC 谷八木 花園

対戦 審判 対戦 審判

予選リーグ 1日目・6月23日(土)

Ａピッチ Ｂピッチ



審判は大会本部にて割当（フレンドリー戦は相互）

Aピッチ④勝 Cピッチ④勝

～ 14:50 3位決定戦

Aピッチ④負 Cピッチ④負

決勝⑥ 14:15

Aピッチ③勝 Cピッチ③勝

～ 14:05 フレンドリー

Aピッチ③負 Cピッチ③負

フレンドリー⑤ 13:30

Aピッチ②勝 Cピッチ②勝

～ 13:10 準決勝

Aピッチ①勝 Cピッチ①勝

準決勝④ 12:35

Aピッチ②負 Cピッチ②負

～ 12:25 フレンドリー

Aピッチ①負 Cピッチ①負

フレンドリー③ 11:50

Gブロック Hブロック

② 10:45

Cブロック Dブロック

～ 10:35

1回戦

Aブロック Bブロック

1回戦

～ 11:20

Eブロック Fブロック

① 10:00

対戦 対戦
2位トーナメント

Aピッチ Cピッチ

Bピッチ④勝 Dピッチ④勝

～ 14:50 3位決定戦

Bピッチ④負 Dピッチ④負

決勝⑥ 14:15

Bピッチ③勝 Dピッチ③勝

～ 14:05 フレンドリー

Bピッチ③負 Dピッチ③負

フレンドリー⑤ 13:30

Bピッチ②勝 Dピッチ②勝

～ 13:10 準決勝

Bピッチ①勝 Dピッチ①勝

準決勝④ 12:35

Bピッチ②負 Dピッチ②負

～ 12:25 フレンドリー

Bピッチ①負 Dピッチ①負

フレンドリー③ 11:50

Gブロック Hブロック

② 10:45

Cブロック Dブロック

～ 10:35

1回戦

Aブロック Bブロック

1回戦

～ 11:20

Eブロック Fブロック

① 10:00

Dピッチ

対戦 対戦

決勝トーナメント・2位トーナメント 2日目・6月24日(日)

決勝トーナメント
Bピッチ



ご案内・ご連絡

駐車場について

明石海浜公園駐車場（第1･第2）をご利用ください。 

・運動場へは第1駐車場が最寄りとなります

・駐車料金　1時間100円・上限1日1,000円、バスは1回1,000円

・バスは第2駐車場をご利用ください（駐車券を取らずに呼び出しボタンにて係員をお呼びください）

グラウンド使用について

当日は朝8時よりグラウンド準備をしておりますが、同時刻より入場可能です。

運動場エリアにてアップ等をおこなっていただいてかまいません。 

また、同エリア内に待機場所をご自由に確保ください。

受付について

受付をおこないますので、到着されましたら試合開始までに大会本部へお越しください。

ボールパーソン

スムーズな試合進行のため、試合中の各チーム保護者にて観戦がてらご協力お願いします。

落雷への注意

同運動場内には、屋根のある建物がほとんどありません。

落雷の恐れのある場合は、駐車場の車へ避難いただきます。

あらかじめ駐車位置・搭乗車両をお決めいただき、チーム内で周知してください。

その他

公園内にゴミ箱はありませんので、各チームにてお持ち帰り願います。

貴重品は各チームにて管理をお願いします。

公園内は炭などを利用しての火気の使用は厳禁です。

天候不良による中止の場合は午前6時頃に各チーム担当者へお電話します。

雨天の場合でも、小雨や天候回復が見込める場合は開催します。

喫煙はクラブハウス前の灰皿設置場所にてお願いします。



大会運営について

ベンチについて

予選リーグでは対戦表の左チームがピッチに向かって左側、右チームがピッチに向かって右側のベンチとします。

ベンチはグラウンド中央部分に設けます（A･B/C･Dピッチ間）。

エンドとキックオフについて

予選リーグでは対戦表の左チームが左エンド（ベンチサイド側）とし、キックオフは対戦表の右チームと規定します。

後半のエンド・キックオフは前半と入れ替わるものとします。

試合進行について

試合開始時間5分前には各ベンチ側のピッチサイドに集合してください。

予選リーグではアディショナルタイムを採用しません。

審判について

予選リーグでは同一ピッチを利用するチームにて審判割当のとおり交互におこなうものとします。

・基本的に前試合の勝ちチームが主審、負けチームが副審とします（3人審判制）

・第1試合は最終試合のチームにておこなうものとします（主審･副審は相談の上、確定してください）

・審判員が不足しているチームは本部にご相談ください（本部にて選出します）

・大会本部にて審判カードをお渡しします

・試合終了後、速やかに結果（審判カード提出および口頭での）ご報告をお願いします

・給水タイム（ピッチ内・ランニングタイム）の実施については本部にて判断し通知いたします

・審判用の飲料水は各ピッチのベンチ間テーブルと本部に用意していますのでご自由にご利用ください

大会結果速報

大会1日目（6月23日）は予選リーグのため試合数も多く、本部前の試合結果掲示に記載遅延も予想されます。

また、多くの選手、指導者、保護者が殺到することも考えられます。

混雑回避のため、以下のURLにて随時、大会結果を速報いたしますので、ぜひご利用ください。

・2018年度 第27回 明石市少年サッカー大会 ５年生招待大会 大会結果速報

http://akashi-fa.com/cate4/inv_u11/

上記URLから結果表示URLへ転送・転送可否の確認表示が出た場合は許可してください

スマホ、タブレットは右のQRコードからもアクセスいただけます

最新情報が表示されない場合は「更新」「再読込」をしてください

同一試合時間の全ての結果が確定し次第、結果更新をいたします

尚、予選リーグ終了後、翌日の決勝トーナメント、2位トーナメントの組み合わせも掲載いたします。

別途、2日目のトーナメントはご案内いたしませんので、終了後に大会結果速報をご参照ください。

大会結果速報



会場図



アクセス

明石西インターから南へ直進。

イトーヨーカドーが左に見える陸橋を渡り、そのまま南に進み二見大橋を渡ると人工島内に入ります。

道路が左（工場団地方面）に大きくカーブしているので、道なりに進み、人工島唯一の信号（ノーリ
ツの横）を左に曲がって、５００ｍ程西に進むと左側に駐車場が見えてきます。



25th anniversary

June 2018

27th U-11 Invitation Games

Akashi Football Association Presents

Akashi Seaside Park Playing Field
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