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彦根市荒神山公園　多目的広場

亀山サッカースポーツ少年団育成会

亀山サッカースポーツ少年団スタッフ主　　　　管

亀山カップ2016

第5回6年生大会

平成28年度団員　キッズ～6年生　112名（写真：平成29年1月3日初蹴り）

期　　　　日

会　　　　場

主　　　　催



　平素は亀山サッカースポーツ少年団に、温かいご支援を賜り厚く御礼申し上げます。
この度は「亀山SSSカップ2016第5回6年生大会」に、多数のチームに参加頂き誠に有難うございます。
昨年は、リオオリンピックに始まり、クラブW杯では鹿島アントラーズの2位の活躍、そして
レアル・マドリードの優勝で幕が下り、大人も子供も夢中になり、すごく刺激になった事でしょう。
本大会でも、それにも負けないくらいの白熱したプレーを期待しております。
　さて、6年生は卒団まであとわずかとなり、これまでに子供たちも様々な経験をしたことだと思います。
うれしかったこと、悔しかったこと、楽しかったこと、辛かったこと、一生懸命頑張ったからこそ、
このような経験が出来たのではないかと思います。
小学年代での、試合も残り少なくなってきました。子供達・指導者・保護者の皆さんも今大会を通じて
色々な思いを感じて頂き、思い出の1ページにして頂けたら幸いです。
　最後になりましたが、本大会の開催に際しまして多大なるご支援・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

　平素は何かとご高配を賜り、厚くお礼を申し上げます。
この度は「亀山SSSカップ2016第5回6年生大会」に貴チームのご参加いただき誠にありがとうございます。
昨年は、4月に発生しました熊本地震で多くの方が被災され、大きなダメージを受けました。そんな中、
被災地の方々だけでなく、沢山の著名人やスポーツ選手・そして一般の方々の素早い救済と復興支援
には、日本人の真心と底力を感じることが多くありました。
「何事も成功するまでは不可能に思えるものである。」とネルソン・マンデラ氏(南アフリカ第8代大統領）
の言葉にもありますが、夢を追いその夢を実現する弛まぬ努力、不可能を可能にするパワーは、
偉大だということを子供たちにはサッカーを通じて学んでほしいと思います。
6年生は、卒団まで後わずかですがサッカーを通じて経験した沢山の思い出は、ただの思い出として
ではなく、これから大人への成長していく過程の中で必ず子供たちの助けになると信じています。
　最後になりましたが本大会の開催に際しまして多大なるご支援、ご協力を賜りました皆様方に
厚く御礼申し上げます。
今後とも変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。

～ 大　会　役　員 ～
村田成規（亀山SSS育成会会長）

小堀智志（亀山SSS監督）

西澤武彦（亀山SSS代表）

長崎泰孝（亀山SSSヘッドコーチ）

（亀山SSS指導者）

脇康宏・北川史則・村西健司・林頌・田村昌信・田中憲二・後藤幸司・田中善之

柳本薫・川嶋正樹・田中靖平・柳本忍・石塚守・松前満・田中輝昭・竹村光彦

有馬義徳・榊原雅樹(GKコーチ)・近藤直樹（トレーナー）

（育成会役員・会員）

安田由紀夫・中村眞由美・水本愛・江南幸子・村西真利子・柳澤麻美・小林枝津子

小菅真有美・藤川徳子・後藤昌代・青山直子・吉田千恵・先山玲子・角野美貴子

酒野やよい

6年生育成会会員一同

脇康宏（コーチ）・ゴッドバンたえこ（亀山SSS育成会会計）　

亀山サッカースポーツ少年団代表
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『亀山SSSカップ2016第5回6年生大会』 大会会長
平成28年度　亀山サッカースポーツ少年団育成会会長

村田　成規

『亀山SSSカップ2016第5回6年生大会』 運営委員長

会計

西澤　武彦

大会会長

大会副会長

運営委員長
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サッカーを通じて、チーム間の友好と技術の向上を図る。

亀山サッカースポーツ少年団育成会

亀山サッカースポーツ少年団スタッフ

協力 滋賀県立彦根工業高等学校サッカー部

協賛 株式会社　モルテン
株式会社　スポーツショップ　キムラ　彦根本店

平成２９年　２月２５日（土）　１日目
平成２９年　２月２６日（日）　２日目

彦根市荒神山公園　多目的広場
〒５２２－００４７　彦根市日夏町４７６９
TEL/FAX　０７４９－２５－１５９９

社団法人　日本サッカー協会「サッカー競技規則」に準じる。
① １１人制
② 試合時間は、１５分－５分－１５分（アディショナルタイムは、無し）
③ 使用ボールは4号球、ゴールは少年用を使用します。
④ ピッチサイズは、８０ｍ×５０ｍ
⑤ 選手交代は、自由な交代とします。
⑥ 審判(主審)は、参加各チームのご協力をお願いします。

副審は、滋賀県立彦根工業高等学校サッカー部員が行います。
審判要員のおられないチームは、本部までご連絡ください。

⑦ 審判・大会本部の判定・決定事項には、一切抗議できない。

《大会1日目》 4チームによる予選リーグ戦（Ａ･Ｂ･Ｃ・Dリーグ）
勝ち点方式：勝ち3、引き分け1、負け0

《大会2日目》亀山杯　各リーグ1位、2位チームによるトーナメント戦。
茂賀山杯　各リーグ3位、4位チームによるトーナメント戦。

＊ 別紙、予選リーグ組合せ表・順位決定トーナメント表参照。

亀山杯　 優勝 優勝トロフィー・賞状・賞品・メダル
（1位、2位トーナメント） 準優勝 準優勝トロフィー・賞状・賞品

第３位 盾・賞状・賞品
第４位 盾・賞状

茂賀山杯 優勝 優勝トロフィー・賞状・賞品・メダル
（3位、4位トーナメント） 準優勝 準優勝トロフィー・賞状・賞品

第３位 盾・賞状・賞品
第４位 盾・賞状

優秀選手賞 各チーム1名 賞品
特別賞（彦工賞） 2チーム

組み合わせは、主催者側で責任抽選いたします。

① 参加選手は、スポーツ傷害保険に加入し健康体であること。
② 試合中のケガ等につきましては、

応急処置は行いますが、その後の責任は負いません。
③ ユニホームは、異色のものを2組用意する。（ビブスでも可）
④ 審判は、審判服の着用をお願いします。副審の服装は、問いません。
⑤ 大会は、雨天決行とします。
⑥ 待機用テントは、各チームでご用意いただきますようお願いします。
⑦ 各チームで出たゴミは、必ずお持ち帰り下さい。
⑧ 試合の進行がスムーズに行えるように、ご協力をお願いします。

７．０００円

開会式は、ありません。
閉会式には、表彰チームの参加をお願いします。

大会運営委員長　西澤　武彦(亀山SSS代表）
０７４９－２５－０８１８/０９０－８２１５－０４０８
take-2430japan@ezweb.ne.jp / angelique.1999@krb.biglobe.ne.jp

3 主管

【大会要項】

1 趣旨

2 主催

4

5

6 期日

7 会場

8 競技規則

9 競技方法

10 表彰

14 開会式・閉会式

15 問い合わせ

13 大会参加費

11 組み合わせ

12 参加上の注意



大会１日目　　２月２５日（土）　予選リーグ

会場　彦根市荒神山公園 多目的広場（A・Cコート）

【組み合わせ・タイムスケジュール】

（Aコート）

（Aコート）

（Cコート）

（Cコート）

（Aコート）　《グループA・B》 （Cコート）　《グループC・D》

① VS ➊ VS

② VS ➋ VS

③ VS ➌ VS

④ VS ➍ VS

⑤ VS ➎ VS

⑥ VS ➏ VS

⑦ VS ➐ VS

⑧ VS ➑ VS

⑨ VS ➒ VS

⑩ VS ➓ VS

⑪ VS ⓫ VS

⑫ VS ⓬ VS

＊審判カードは、本部テントで用意してます。
＊審判要員のおられないチームは、本部までご連絡ください。

失点 順位

亀山SSS-A ① ⑤ ⑨

グループA 亀山SSS-A 八日市FC 水戸JFC Fu～WaFC 勝ち点

八日市FC ⑩ ⑥

Fu～WaFC

水戸JFC ②

得点得失点

岩根フレスコFC ④

失点

高月SS ⑫ ⑧

得点グループB 勝ち点 得失点 順位

亀山SSS-B ③ ⑦ ⑪

亀山SSS-B 高月SS 岩根フレスコFC IFCうりぼう上野

グループC 旭森SSS 南郷里FV 河西K 晴嵐SSS 勝ち点 得失点 得点

南郷里FV ➓ ➏

IFCうりぼう上野

河西K ➋

失点 順位

旭森SSS ➊ ➎ ➒

グループD 桐原東FC 篠原SCｊｒ 湖北K 京都FC下鳥羽 勝ち点 得失点 得点

篠原SCｊｒ ⓬ ➑

晴嵐SSS

湖北K ➍

失点 順位

桐原東FC ➌ ➐ ⓫

大会1日目（2/25）予選リーグ（グループC・D）

時　間 対　　　戦

京都FC下鳥羽

副審主審 副審

大会1日目（2/25）予選リーグ（グループA・B）

旭森

時　間 対　　　戦 主審

主催者 彦工
サッカー部

9：10～ 水　戸 Fu～Wa 亀山A 彦工
サッカー部 9：10～ 河　西 晴　嵐

桐原東

彦工
サッカー部

8：30～ 亀山A 八日市 主催者 彦工
サッカー部 8：30～ 旭　森 南郷里

晴嵐 彦工
サッカー部

10：30～ 岩　根 うりぼう 亀山B 彦工
サッカー部 10：30～ 湖　北 下鳥羽

河西

彦工
サッカー部

9：50～ 亀山B 高　月 Fu～Wa 彦工
サッカー部 9：50～ 桐原東 篠　原

下鳥羽 彦工
サッカー部

11：50～ 八日市 Fu～Wa 水戸 彦工
サッカー部 11：50～ 南郷里 晴　嵐

湖北

彦工
サッカー部

11：10～ 亀山A 水　戸 うりぼう 彦工
サッカー部 11：10～ 旭　森 河　西

南郷里 彦工
サッカー部

13：10～ 高　月 うりぼう 岩根 彦工
サッカー部 13：10～ 篠　原 下鳥羽

旭森

彦工
サッカー部

12：30～ 亀山B 岩　根 八日市 彦工
サッカー部 12：30～ 桐原東 湖　北

篠原 彦工
サッカー部

14：30～ 八日市 水　戸 亀山A 彦工
サッカー部 14：30～ 南郷里 河　西

亀山B

彦工
サッカー部

13：50～ 亀山A Fu～Wa 高月 彦工
サッカー部 13：50～ 旭　森 晴　嵐

篠　原 彦工
サッカー部

＊時間短縮の為、試合後の対戦チームへの挨拶は、無しとします。ご理解とご協力お願いします。

南郷里 彦工
サッカー部

15：50～ 高　月 岩　根 亀山B

15：10～

湖　北

うりぼう 八日市

桐原東

彦工
サッカー部 15：10～ 桐原東 下鳥羽

彦工
サッカー部 15：50～



大会２日目　　２月２６日（日）　亀山杯　1位、2位順位決定トーナメント

会場　彦根市荒神山公園 多目的広場（Cコート）

【亀山杯　1位、2位順位決定トーナメント表・タイムスケジュール】

① VS

② VS

③ VS

④ VS

⑤ VS

⑥ VS

⑦ VS

⑧ VS

⑨ VS

⑩ VS

⑪ VS

⑫ VS

＊審判カードは、本部テントで用意してます。

＊審判要員のおられないチームは、本部までご連絡ください。

【亀山杯　1位、2位トーナメント】

⑫

⑪

⑩

⑥ ⑧

① ② ③ ④

A１位 B２位 C１位 D２位 A２位 B１位 C２位 D１位

⑤ ⑦

⑨

C1位

（Cコート）　《亀山杯　1位、2位トーナメント》

大会2日目（2/26）亀山杯　1位、2位トーナメント

時　間 対　　　戦 主審

D2位

副審

①勝ち 彦工
サッカー部

1回戦 8：30～ A1位 B2位 主催者 彦工
サッカー部

1回戦 9：10～

②勝ち 彦工
サッカー部

1回戦 10：30～ C2位 D1位

1回戦 9：50～ A2位 B1位

③勝ち 彦工
サッカー部

⑤勝ち 彦工
サッカー部

④勝ち 彦工
サッカー部フレンドリー 11：10～ ①負け ②負け

準決勝 11：50～

⑥勝ち 彦工
サッカー部フレンドリー 12：30～ ③負け ④負け

①勝ち ②勝ち

準決勝 13：10～ ③勝ち ④勝ち

⑤勝ち ⑦勝ち

⑦勝ち 彦工
サッカー部

⑨勝ち 彦工
サッカー部

⑧勝ち 彦工
サッカー部フレンドリー 13：50～ ⑤負け ⑦負け

フレンドリー 14：30～

１６：４５～　閉会式（本部テント前にて）

＊時間短縮の為、試合後の対戦チームへの挨拶は、無しとします。ご理解とご協力お願いします。

決勝 15：50～ ⑥勝ち ⑧勝ち 主催者 彦工
サッカー部

主催者 彦工
サッカー部3位決 15：10～ ⑥負け ⑧負け



大会２日目　　２月２６日（日）　茂賀山杯　3位、4位順位決定トーナメント

会場　彦根市荒神山公園 多目的広場（Aコート）

【茂賀山杯　3位、4位順位決定トーナメント表・タイムスケジュール】

① VS

② VS

③ VS

④ VS

⑤ VS

⑥ VS

⑦ VS

⑧ VS

⑨ VS

⑩ VS

⑪ VS

⑫ VS

＊時間短縮の為、試合後の対戦チームへの挨拶は、無しとします。ご理解とご協力お願いします。

＊審判カードは、本部テントで用意してます。

＊審判要員のおられないチームは、本部までご連絡ください。

【茂賀山杯　3位、4位トーナメント】

⑫

⑪

⑥ ⑧

① ② ③ ④

A3位 B4位 C3位 D4位 A4位 B3位 C4位 D3位

⑤ ⑦

⑨

⑩

1回戦 9：10～ C3位

（Aコート）　《茂賀山杯　3位、4位トーナメント》

大会2日目（2/26）茂賀山杯　3位、4位トーナメント

時　間 対　　　戦 主審 副審

D4位 ①勝ち 彦工
サッカー部

1回戦 8：30～ A3位 B4位 主催者 彦工
サッカー部

②勝ち 彦工
サッカー部

1回戦 10：30～ C4位 D3位

1回戦 9：50～ A4位 B3位

③勝ち 彦工
サッカー部

⑤勝ち 彦工
サッカー部

④勝ち 彦工
サッカー部フレンドリー 11：10～ ①負け ②負け

準決勝 11：50～

⑥勝ち 彦工
サッカー部フレンドリー 12：30～ ③負け ④負け

①勝ち ②勝ち

準決勝 13：10～ ③勝ち ④勝ち

⑤勝ち ⑦勝ち

⑦勝ち 彦工
サッカー部

⑨勝ち 彦工
サッカー部

⑧勝ち 彦工
サッカー部フレンドリー 13：50～ ⑤負け ⑦負け

フレンドリー 14：30～

１６：４５～　閉会式（本部テント前にて）

決勝 15：50～ ⑥勝ち ⑧勝ち 主催者 彦工
サッカー部

主催者 彦工
サッカー部3位決 15：10～ ⑥負け ⑧負け



『第1回亀山SSSカップ6年生大会』　H25年2月23～24日
優勝

準優勝
第3位
優勝

準優勝
第3位

『第2回亀山SSSカップ6年生大会』　H26年2月22～23日
優勝

準優勝
第3位
優勝

準優勝
第3位

『第3回亀山SSSカップ6年生大会』　H27年2月21～22日
優勝

準優勝
第3位
優勝

準優勝
第3位

『第4回亀山SSSカップ6年生大会』　H28年2月27～28日
優勝

準優勝
第3位
優勝

準優勝
第3位

参加チーム一覧
参加チーム名 代表者氏名

1 京都フットボールクラブ下鳥羽（京都府京都市） 奥田　悟

2 IFCうりぼう上野’95サッカースポーツ少年団（三重県伊賀市） 上原　和也

3 Fu～Wa フットボールクラブ（岐阜県大垣市） 中島　善久

4 晴嵐スポーツ少年団サッカー部（滋賀県大津市） 白川　正大

5 河西キッカーズ（滋賀県守山市） 堀井　達也

6 岩根フレスコフットボールクラブ（滋賀県湖南市） 園田　德治

7 水戸ジュニアフットボールクラブ（滋賀県湖南市） 石川　雄輔

8 湖北キッカーズ（滋賀県長浜市） 佐野　源治

9 高月サッカー少年団（滋賀県長浜市） 片桐　隆治

10 南郷里Fussball Verein（滋賀県長浜市） 森　成宏

11 篠原サッカークラブジュニア（滋賀県野洲市） 宇野　雅之

12 桐原東サッカークラブ（滋賀県近江八幡市） 田島　秀樹

13 八日市フットボールクラブ（滋賀県東近江市） 中島　淳

桐原東サッカークラブ

14 旭森スポーツ少年団サッカー部（滋賀県彦根市） 若林　新吾

15 亀山サッカースポーツ少年団A（滋賀県彦根市） 西澤　武彦

16 亀山サッカースポーツ少年団B（滋賀県彦根市） 西澤　武彦

☆亀山杯 若鮎則武サッカースポーツ少年団

篠原サッカークラブジュニア

京都フットボールクラブ下鳥羽
☆茂賀山杯 八日市フットボールクラブ

篠原サッカークラブジュニア
河西キッカーズ

☆亀山杯 長等スポーツ少年団サッカー部
八日市フットボールクラブ
晴嵐スポーツ少年団サッカー部

☆茂賀山杯 湖北キッカーズ
河西キッカーズ

☆亀山杯 京都フットボールクラブ下鳥羽
河西キッカーズ
津島サッカースポーツ少年団

☆茂賀山杯 八日市フットボールクラブ

☆茂賀山杯 水戸ジュニアフットボールクラブ

☆亀山杯

高月サッカー少年団
河西キッカーズ

高月サッカー少年団
長等スポーツ少年団サッカー部

桐原東サッカークラブ
京都フットボールクラブ下鳥羽
晴嵐スポーツ少年団サッカー部



駐 野
車 球
場 場

《注意事項》
①公園内の芝生ゾーン・遊具付近でのボールの使用は、禁止されてます。
②キャッチボール広場での、サッカーは禁止されてます。
③公園内でのストーブ・火気の使用は、禁止されてます。

ご協力を、お願い致します。

グランド配置図

荒神山

Dコート Cコート

トイレ
本部

テント

待機用テント張り場

子供センター

Bコート
グランド

Aコート
ゴルフ場

キャッチボール広場
アップ場

※サッカーでの使用禁止※



1 安田大輝 15 杉本海

2 外村悠 16 村田大輝

3 馬場航 17 岩﨑将虎

4 髙居友真 18 松野礼貴

5 北川大智 19 水本龍希

6 田中文基 20 勝間誉

7 田中颯太朗 21 岩崎圭吾

8 寺川広人 22 岩崎乃愛

9 田中拓海 23 岡田凜斗

10 田村亮太 24 中村優希

11 森翔大 25 江南優花

12 岡田一太 26 嶋津希彩

13 ゴッドバン輝飛 27 森経登

14 川村颯太 28 黄地飛翠

【6年生担当コーチ】28名

【戦歴】
　JA全農杯チビリンピック2015/第10回滋賀県大会　【第6位】
　第39回木下杯少年サッカー大会　【優勝/関西大会出場ベスト8】
　第48回滋賀県サッカースポーツ少年団選手権大会　【ベスト8】
　第40回全日本少年サッカー大会/滋賀県大会　【優勝/全国大会出場】 【5年生担当コーチ】16名

【4年生担当コーチ】17名

【3年生担当コーチ】16名

【2年生担当コーチ】17名

【1年生担当コーチ】13名

【キッズ担当コーチ】5名

【GKコーチ】

　スタッフ

田中　憲二
田村  昌信

　亀山サッカースポーツ少年団
　６年生　３７期生 【選手】

石塚　守

【代表】　　　西澤　武彦
【監督】　　　小堀　智志

川嶋　正樹

【 ＨＣ 】  　　長崎　泰孝　

脇　康宏
村西　健司

林　頌

柳本　忍
柳本　薫

有馬　義徳

　PLAYERS  FIRST!
　関わる大人が力を合わせて、子供たちに理想の環境を～

　亀山サッカースポーツ少年団　ホームページ

http://kameyama-sss.jp/

【トレーナー】
近藤　直樹

竹村　光彦

松前　満
田中　輝昭

北川　史則

田中　靖平
後藤　幸司

田中　善之

榊原　雅樹


