
日時 ： 平成30年12月9日(日)

会場 ： わかもと製薬(株) 相模大井工場グランド

主催 ： スポーツ少年団 ＦＣ上大井

小宮自動車工業（株） （有）ゴールド巧芸社

マクドナルド 上大井店 わかもと製薬(株)相模大井工場

第14回 ひょうたんカップ

～　協　　　　賛　～

Ｕ－１１大会



1.趣 旨 本⼤会は、サッカーを通じて神奈川県内外とのチーム交流を深めると共に、
少年の技術向上、健全育成を養うことを目的とする。

2.主 催 スポーツ少年団 ＦＣ上⼤井

3.期 日 平成３０年１２⽉９⽇(⽇) 予備⽇なし︓⾬天決⾏（破天荒中⽌）

4.会 場 わかもと製薬(株) 相模⼤井工場グランド 〒258-0018 ⾜柄上郡⼤井町⾦⼿ 378
駐⾞場に限りがございますので、お⾞は4台とさせて頂きます。
また、マイクロバス等の使用があれば⼤会事務局へご連絡願います。

5.競技規則 平成29年度⽇本サッカー協会8⼈制競技規則による。
但し、下記の事項については今⼤会において特別に定める。
(1) 警告（イエロー）および退場（レッド）については、次の試合に持ち越さない。
(2) 試合球は４号革縫いボールとし、各チームで用意する。
(3) キックオフは新ルールを適応します。ただし、キックオフゴールは認めません。
(4) キーパーの交代は審判の指⽰により⾏う。

6.競技方法 (1) 競技⼈数   8⼈制
(2) 各カテゴリ ６チームによる予選リーグ及び順位決定戦
  ①予選リーグ
   ・３チームｘ２ブロックによるリーグ戦
   ・リーグ戦の順位決定方法
    勝ち点(勝３，分１，負０)／得失点／総得点／直接対戦の勝敗／コイントス
  ②順位決定戦
   ・各ブロックの同順位による順位決定戦
   ・勝敗が決しない場合は３⼈によるＰＫ戦とし、それ以降はサドンデスとする。
   （優勝決定戦、３位決定戦のみ）
  予選リーグ︓１５分ハーフ（１５分－５分－１５分）
  順位決定戦︓１５分ハーフ（１５分－５分－１５分）

7.表 彰 優 勝︓トロフィー，賞状
準優勝︓トロフィー，賞状
第３位︓トロフィー，賞状
第４位︓楯、賞状
敢闘賞︓楯、賞状（第５位、第６位）
最優秀選⼿賞︓優勝チームより１名に盾
優秀選⼿賞︓各チーム１名にメダル（優勝チームを除きます）

8.参加料 １チーム 7,000円

【 ⼤ 会 要 綱 】



9.審 判 (1) 審判は、主審１⼈、副審２⼈の３⼈体制にて執り⾏う。
(2) 各チームは審判員２名を帯同し、審判は審判服の着用をお願いします。
  ＊選⼿の⼿本となるよう着衣の乱れがないようにお願いします。
(3) スケジュールに従い、審判のご協⼒をお願いします。
(4) 審判カードは、当団で用意致します。
  カードは試合前に本部より受け取り、試合終了後に本部へ提出願います。
(5) 速やかに試合が開始できますよう、事前にご準備をお願いします。
(6) 試合開始/終了時の挨拶は、選⼿向かい合わせでお願いします。

10.注意事項 (1) ⼤会中は、事故の無いように十分注意してください。
  会場内や駐⾞場における事故・盗難など、各⾃の責任で対処してください。
  主催者は⼀切の責任を負いません。
(2) ゴミはチームごとに責任を持って持ち帰り、処分してください。
(3) 参加チームは正副２種類(副はビブス可)のユニフォームを用意してください。
  対戦チームとユニフォームが同色の場合はチーム間にて協議して決定してください。
(4) ⾬天中⽌の場合は、午前６時頃にチーム代表者へご連絡します。
(5) 開会式は⾏いません。対戦時間に間に合うように御参集願います。
  全⽇程終了後、閉会式を⾏いますのでご参加願います。
(6) ⾞の駐⾞は、正規の場所を使用し、路上駐⾞は絶対に⾏わないでください。
  事前配布した駐⾞証を⾞のフロントに提⽰してください
 （わかもと製薬(株)相模⼤井⼯場敷地内への進⼊は、絶対に⾏わないでください。）
  ※⾃転⾞やオートバイにつきましても駐⾞場を使用してください。
(7) 会場への⽴⼊りは、午前７時30分以降でお願い致します。
(8) グランド内での喫煙はご遠慮下さい。（火気厳禁）
  喫煙は所定の場所でお願いします。喫煙場所については、本部へ確認願います。
(9) 製薬会社のグランドを使用させていただくため、注意事項がございます。
  ・グラウンドはドクターヘリポートとなっております。緊急時はご協⼒をお願いします。
  ・決められた経路に従って移動をお願いします。（芝⽣内は⽴⼊禁⽌です）
  ・倉庫には近づかない。倉庫の紐には触らないようにお願いします。
  別紙「わかもと製薬(株)相模大井⼯場グラウンドでの注意事項」をご⼀読ください。
  また、保護者へ展開していただきますようお願いいたします。

11.連絡先 ⼤会委員⻑   ⾹川 政史 携帯 090-2226-2290
mail masa.kaga110@gmail.com

⼤会事務局   芦川 ⼤祐 携帯 080-5984-5333
mail daisuke.788.ashikawa@ezweb.ne.jp



（敬称略）

 東富水ＳＳＳ

 ＳＫＪ

 ＦＣ上⼤井

ＦＣグランツ梅田第11回(平成27年) 石川ＳＣ
 U-9 石川ＳＣ 矢作ＳＣ

第12回(平成28年)

 U-11
 U-9
 U-11
 U-9

ＦＣアルファ

 U-9 ＦＣアルファ 湯河原ＳＳ ＦＣ久野
第10回(平成26年)  U-11 ＦＣグランツ梅田 ＦＣ上⼤井 二子玉川ＳＳＳ

 U-9 三の丸ＦＣ 千代豊川ＳＣ 矢作ＳＣ
第９回(平成25年)  U-11 富水ＳＣ ＦＣ⾦目･湘南･平塚 矢作ＳＣ

 U-9 ＦＣ中井 ＦＣ上⼤井 矢作ＳＣ
第８回(平成24年)  U-11 山王ＦＣ 山王ＪＦＣ ＦＣグランツ梅田

 U-9 三の丸ＦＣ ＳＫＪ 藤沢ＦＣ
第７回(平成23年)  U-11 二子玉川ＳＳＳ ＦＣグランツ梅田 ＦＣ上⼤井

 U-9 矢作ＳＣ 千代豊川ＳＣ ＦＣ上⼤井
第６回(平成22年)  U-11 ＦＣ上⼤井 山王ＪＦＣ 山王ＦＣ

 U-9 藤沢ＦＣ ＦＣ上⼤井 矢作ＳＣ

渋沢ＳＣ

第５回(平成21年)  U-11 ＦＣ上⼤井 ＦＣ⾦目･湘南･平塚 渋沢ＳＣ

 U-9 藤沢ＳＣ 渋沢ＳＣ
ＦＣ鷹

第４回(平成20年)  U-11 ＦＣ上⼤井 崇善ＦＣ 山王ＦＣ
ＦＣ久野

 U-9

第３回(平成19年)  U-11 二子玉川ＳＳＳ ＦＣ上⼤井
 U-9 ＦＣ上⼤井 千代豊川ＳＣ

【ひょうたんカップのあしあと】
優勝 準優勝 第３位

－ －

 スポーツ少年団ＦＣ上⼤井  ⾜柄上郡  ⾹川 政史

第２回(平成18年)  U-11 藤沢ＳＣ ＦＣ上⼤井

第１回(平成17年)  U-11 －
開成ＳＣ ＦＣ上⼤井 矢作ＳＣ

石川ＳＣ
ＦＣアルファ

二子玉川ＳＳＳ
ＳＫＪ．ＦＣ
ＦＣ上⼤井
ＳＫＪ．ＦＣ

山王ＦＣ

 東富水サッカースポーツ少年団  小田原  桑原 龍雄

ＦＣアルファ
二子玉川ＳＳＳ
崇善ＦＣ

 ＳＫＪ－ＦＣ  小田原  丹 ⺒津男

ＦＣ⾦目・湘南・平塚

 岡崎サッカークラブ  平塚  飯塚 幹

 山王ジュニアフットボールクラブ  伊勢原市  島﨑 孝⼀

 OSC

 山王JFC

【第14回 ひょうたんカップ 参加チーム】
チーム名 地域 代表者名

 二子玉川スポーツ少年団サッカー部  東京  土屋 明⼈

略称

 二子玉川ＳＳＳ

第13回(平成29年)  U-11 二子玉川ＳＳＳ 富水ＳＣ 開成町ＳＣ
 U-9 ＦＣ上⼤井 ＦＣアルファ ＦＣ⾦目・湘南・平塚



－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

-

-

-

-

-

-
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-

-

試合進⾏をスムーズに⾏うため、開始時刻５分前までに本部前にお集まりください。
試合開始・終了時の挨拶は、選⼿向かい合わせでお願いします。

Ｂ１位 ⑧勝 ⑧負

表彰式

⑨ 14:40 Ａ１位

⑧ 14:00 Ａ２位 ⑦負

Ｂ３位 Ａ１位 Ｂ１位Ａ３位

Ｂ２位 ⑦勝

15:30

Ｂ３ ＳＫＪ Ａ３ Ａ１

休憩

⑦ 13:20

Ａ３ 二子玉川ＳＳＳ Ｂ３ Ｂ１

⑥ 12:20 Ｂ１ 山王JFC

Ｂ３ ＳＫＪ Ａ２ Ａ３

⑤ 11:40 Ａ１ ＦＣ上大井

Ａ３ 二子玉川ＳＳＳ Ｂ２ Ｂ３

④ 11:00 Ｂ２ OSC

Ｂ２ OSC Ａ１ Ａ２

③ 10:20 Ａ２ 東富水ＳＳＳ

Ａ２ 東富水ＳＳＳ Ｂ１ Ｂ２

② 9:40 Ｂ１ 山王JFC

① 9:00 Ａ１ ＦＣ上大井

スケジュール表
試合 キックオフ Ｌベンチ 対 戦 Ｒベンチ 主審 副審

ＳＫＪ

OSC

Ｂ３

Ｂ２

山王JFC

Ｂ１

順位勝点 得点 失点 得失点Ｂブロック 山王JFC OSC ＳＫＪ

Ａ３

二子玉川ＳＳＳ

Ａ２

東富水ＳＳＳ

順位

Ａ１

ＦＣ上大井

予選リーグ表

Ａブロック ＦＣ上大井 東富水ＳＳＳ 二子玉川ＳＳＳ 勝点 得点 失点 得失点



①駐車場入り口

②正門入り口

駐車場

グラウンド

③トイレ

⑤水道場

④倉庫(４カ所)

紐は絶対に
触れない！

⑦グラウンド入り口
スパイクでの
工場敷地内移動は禁止

●わかもと製薬グラウンドでの注意事項●
(1)敷地周辺での路上駐⾞、乗降や荷物積み卸し時の停⾞は絶対にしないでください。
(2)入退出は必ず警備室(警備員常駐)前をまとまって通ってください。（12:00〜13:00は閉門されます）

セキュリティーの観点から出入りは極⼒最⼩限にしてください。
(3)指定通路(白線案内のアスファルト部分)以外の通路および緑地(芝生)部分は⽴入禁⽌です。
(4)建物設備(倉庫の扉開閉⽤の紐や機器類)には触れないでください。
(5)建物にボールを当てることは絶対にしないでください。
(6)⼯場敷地内に⼟や泥を落とさないよう以下の点は厳守してください。

・ボールは持って移動してください。
・選手・指導者はグラウンドと⼯場敷地内で靴を履き替えてください。（保護者除く）

※靴に付着している芝や⼟・泥などは、グラウンド内で必ず落としてください。（保護者含む）
(7)喫煙場所は指定されています。⼯場内・周辺での喫煙は絶対にしないでください。

順路

①駐車場入り口

②正門入り口

③トイレ

⑤水道場

⑤倉庫

⑥トラックヤード
段上立ち入り禁止

⑥トラックヤード

⑦グラウンド入り口

④倉庫(３カ所)

紐は絶対に
触れない！

◆警備室（警備員が常駐しています）
セキュリティー維持のため、以下をお守りください。
★敷地入出は、まとまって通ってください。
★敷地入出は、極力最小限にしてください。



第14回
ひょうたんカップ駐⾞証

№１
チーム名

第14回
ひょうたんカップ駐⾞証

№２
チーム名



第14回
ひょうたんカップ駐⾞証

№３
チーム名

第14回
ひょうたんカップ駐⾞証

№４
チーム名


