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　　平素は、亀山サッカースポーツ少年団の運営に格別のご支援・ご協力頂き、ありがとうございます
また、この度は「亀山カップ2019第3回3年生大会」にご参加いただき厚くお礼申し上げます。

本年も素晴らしい、少年サッカーチームにご参加頂き第3回を開催することができました事を
心より厚く感謝申し上げます。

小学生も3年生になると、「ゴールデンエイジ」と言われる人間が一生の中で一番運動神経が発達すると言わ

れる年代の仲間入りになります。大好きなサッカーで仲間と力を合わせて優勝を目指し頑張ってください！
亀山カップではみんなでボールを追いかけ、たくさんボールを触って一生に1度だけ参加する

「亀山カップ2019第3回3年生大会」を楽しんでください。

最後になりましたが、大会開催にあたりご尽力いただきました皆様に厚くお礼申し上げます。

 日頃より、亀山サッカースポーツ少年団の運営にご支援、ご協力いただき、御礼申し上げると共に、
この度開催する「亀山カップ第３回３年生大会」に多数ご参加いただき、誠にありがとうございます。 

今大会では、サッカーに対してひた向きに取り組んでいる3年生が、仲間と共に優勝を目指し、
練習の成果を存分に発揮できる大会になればと願っております。また、大会運営関係者の皆様におかれましても、

最後まで無事に大会運営が進むよう、お力添えのほど何卒宜しくお願い申し上げます。
　最後になりましたが、大会を通して子供達に怪我なく、お互いの健闘を称えあえるようなものになることを

期待して、挨拶とさせていただきます。

　この度は「亀山カップ2019第3回3年生大会」に、ご参加いただきありがとうございます。

　また、日頃より、亀山サッカースポーツ少年団の活動に格別のご支援、ご協力をいただき、

誠にありがとうございます。

　本大会も3回目を迎えることとなりました。育成年代の子供達に関る多くの大人達が、「PLAYERS FIRST!」

の精神を忘れず、それぞれのこだわりを存分に発揮され、将来この国を背負って立つサッカーマンの育成に

、共に尽力していきましょう!!

　この大会で、子供達がもっとサッカーに興味を持ち、子供達の間に親睦の輪が広がることを願います。

　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御支援、御協力を賜りました皆様方に

厚く御礼申し上げます。

～ 大　会　役　員 ～

北川　義展（亀山SSS育成会会長）

大倉　真由子・長崎　麻希（3年生幹事）

脇　康宏（亀山SSS代表）

（亀山SSS指導者）

小堀智志・長崎泰孝・北川史則・村西健司・林頌・田村昌信・後藤幸司

田中善之・川嶋正樹・田中靖平・柳本忍・田中輝昭・有馬義徳・酒野直人

西澤海渡(GKコーチ)・近藤直樹（トレーナー）

（育成会役員・会員）

森好美・久保川茂美・高橋博子・村田詩保子・大塚佐知子・八木宏恵・後藤昌代・

池田佳那・山口友里亜・西村真由美

3年生育成会会員一同

脇　康宏（コーチ）・堤　裕志（亀山SSS育成会会計）　

2019年度　亀山サッカースポーツ少年団育成会3年生幹事

ご　挨　拶

2019年度　亀山サッカースポーツ少年団育成会会長

北川　義展

運営委員

会計

大倉　真由子・長崎　麻希

亀山サッカースポーツ少年団代表

脇　康宏

大会会長

大会副会長

運営委員長



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

２０１９年　９月　１日（日）　

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 ８人制
② 試合時間は、予選リーグ１２分-３分-１２分

順位決定トーナメント１２分-３分-１２分
③ アディショナルタイムは、無しとします。
④ 使用ボールは4号球、ゴールは少年用を使用します。
⑤ ピッチサイズは、６０ｍ×４０ｍ
⑥ 選手交代は、交代ゾーンから自由な交代とします。
⑦ 審判は、主審のみとし参加各チームのご協力をお願いします。
⑧ 審判・大会本部の判定・決定事項には、一切抗議できない。

《予選リーク》
3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
《順位決定トーナメント》
亀山杯　各リーグ1・2位によるトーナメント戦。
茂賀山杯　各リーグ3位によるトーナメント戦。
＊同点の場合は、1人目からのサドンデスによるPK戦を行う。
但し、3位決定戦・決勝戦は、3人によるPK戦を行う。

亀山杯　 優勝 優勝トロフィー・賞状・賞品
（1・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
第４位 盾・賞状

茂賀山杯 優勝 優勝盾・賞状
（3位トーナメント）

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。
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。

３．０００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　脇　康宏(亀山SSS代表）
０７４９－２５－０８５９/０９０－２７０２－１９８９
shk-ywaki@i.softbank.jp / shk_ywaki@yahoo.co.jp
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8 競技方法

9 表彰

14 問い合わせ

11 参加上の注意

12 大会参加費

13 開会式・閉会式



９月１日（日）　《予選リーグ》

会場　彦根市荒神山公園 多目的広場（A1/A2コート）

【組み合わせ・タイムスケジュール】

（A1コート）

（A1コート）

（A2コート）

（A2コート）

（A1コート）　《グループA・B》

（A2コート）　《グループC・D》

※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。

勝ち点 得失点 得点 失点 順位グループA 彦根FC 安土SH DIVINE SC

彦根FC ① ③

安土SH ⑤

DIVINE SC

勝ち点 得失点 得点 失点 順位グループB 安土SH 水戸JFC 大虫SSS

木之本JSC ② ④

水戸JFC ⑥

大虫SSS

勝ち点 得失点 得点 失点 順位グループC プライマリーSC 能登川FC 青山JFC

プライマリーSC ➊ ❸

能登川FC ❺

青山JFC

勝ち点 得失点 得点 失点 順位グループD 亀山SSS 日野SC ボルト東山FC

亀山SSS ❷ ❹

日野SC ❻

ボルト東山FC

彦根FC VS 安土SH 主催者① 8：30～ 12分ハーフ グループA

９/1予選リーグ（グループA・B）

時間 対　　　　　　　戦 主審

木之本JSC VS 水戸JFC 彦根FC② 9：05～ 12分ハーフ グループB

大虫SSS DIVINE SC

③ 9：40～ 12分ハーフ グループA 彦根FC VS DIVINE SC 水戸JFC

木之本JSC VS

⑤ 10：50～

④ 10：15～ 12分ハーフ グループB

12分ハーフ グループA DIVINE SC 木之本JSC安土SH VS

⑥ 11：25～ 12分ハーフ グループB 水戸JFC VS 大虫SSS 安土SH

時間 対　　　　　　　戦 主審

➊

12：00～ インターバル（30分）

9/1予選リーグ（グループC・D）

12分ハーフ グループC 能登川FCプライマリーSC VS 主催者

➋ 9：05～ 12分ハーフ グループD 亀山SSS VS 日野SC プライマリー

8：30～

➌ 9：40～ 12分ハーフ グループC

➍ 10：15～ 12分ハーフ グループD

能登川FC VS

青山JFC 日野SC

亀山SSS VS ボルト東山FC 青山JFC

プライマリーSC VS

➎ 10：50～ 12分ハーフ グループC 青山JFC 亀山SSS

➏ 11：25～ 12分ハーフ グループD 日野SC VS ボルト東山FC 能登川FC

12：00～ インターバル（30分）

※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。



９月１日（日）　《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（A2/Cコート）

【組み合わせ・タイムスケジュール】

➓

⑦

⑪

※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。

➐ ➑

⑨ ➒
⓬

【亀山杯　1・2位トーナメント】

⑬
⓭

⑩

⑧

⑫

A1位 B2位 C1位 D2位 D1位

⓫

【茂賀山杯　3位トーナメント】

A2位 B1位 C2位

A3位 B3位 C3位 D3位

（A1コート）　《順位決定トーナメント》

9/1順位決定トーナメント

時間 対　　　　　　　戦 PK 主審

亀山杯 1回戦 A1位

12：00～ インターバル（30分）

主催者

⑧ 13：35～ 12分ハーフ 亀山杯 1回戦 C1位

⑦ 13：00～

⑦勝ち

12分ハーフ

B3位

VS B2位

D2位VS

⑧勝ち ⑨勝ち

⑨ 14：10～ 12分ハーフ 茂賀山杯 1回戦 A3位 VS

⑧負け

⑧勝ち

⑩ 14：45～ 12分ハーフ 亀山杯 準決勝 ⑦勝ち VS

➓勝ち 主催者

⑪ 15：20～ 12分ハーフ 亀山杯 フレンドリー ⑦負け VS

決勝戦 ⑩勝ち

⑩勝ち

⑫ 15：55～ 12分ハーフ 茂賀山杯 決勝戦 ⑨勝ち

VS⑬ 16：30～ 12分ハーフ 亀山杯

VS ➒勝ち 主催者

17：15～ 閉会式（本部テント前）

（A2コート）　《順位決定トーナメント》

9/1順位決定トーナメント

時間 対　　　　　　　戦 PK 主審

亀山杯 1回戦 A2位

12：00～ インターバル（30分）

主催者

❽ 13：35～ 12分ハーフ 亀山杯 1回戦 C2位

❼ 13：00～

❼勝ち

12分ハーフ

D3位

VS B1位

D1位VS

➑勝ち ❾勝ち

❾ 14：10～ 12分ハーフ 茂賀山杯 1回戦 C3位 VS

❽負け

❽勝ち

❿ 14：45～ 12分ハーフ 亀山杯 準決勝 ➐勝ち VS

➓負け 主催者

⓫ 15：20～ 12分ハーフ 亀山杯 フレンドリー ➐負け VS

3位決定戦 ⑩負け

❿勝ち

⓬ 15：55～ 12分ハーフ 茂賀山杯 フレンドリー ⑨負け

VS⓭ 16：30～ 12分ハーフ 亀山杯

VS ➒負け ⓫勝ち

17：15～ 閉会式（本部テント前）



チーム構成 選手5名・お父さん1名・お母さん1名・コーチ1名の8名で構成。

競技要項 ①第1走者が、スタートラインからドリブルでスタートする。

②コーンまで来たら、コーンの間をジグザグドリブルを行う。帰りも、

コーンの間をジグザグドリブルで戻ってくる。

③第2走者は、スタートライン上で待ち、スタートライン上でボールを受け渡し

バトンタッチを行う。

④最終走者は、スタートライン上にボールを止めて競技終了とする。

競技方法 6チームによる予選ゲームを行い、各グループ上位3チームの6チームが

決勝ゲームに進出する。

ささやかではありますが、優勝チーム・準優勝チームには、商品をご用意しております。

是非とも、チーム一丸となって頑張っていただければと思います。

子供たちと一緒に汗を流し、楽しい一時をお過ごし下さい♪

集合時間

集合場所 A1コート

予選ゲーム 第1ゲーム12：15～　グループAB

①コース➡彦根FC

②コース➡安土SH

③コース➡DIVINE SC

④コース➡木之本JSC

⑤コース➡水戸JFC

⑥コース➡大虫SSS

第2ゲーム12：25～　グループCD

①コース➡プライマリーSC

②コース➡能登川FC

③コース➡青山JFC

④コース➡亀山SSS

⑤コース➡日野SC

⑥コース➡ボルト東山FC

決勝ゲーム 第3ゲーム12：35～　決勝戦　

①コース➡第1ゲーム3位

②コース➡第2ゲーム2位

③コース➡第1ゲーム1位

④コース➡第2ゲーム1位

⑤コース➡第1ゲーム2位

⑥コース➡第2ゲーム3位

12：10～

【オプションゲーム】

～　ドリブルリレー大会　～
【ルール説明】

【スケジュール】



野
球
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。

1 大虫フットボールクラブ（福井県越前市） 山崎　誠

参加チーム一覧

参加チーム名 代表者名

2 DIVINEスポーツクラブ（岐阜県不破郡） 小野　晋太郎

3 ボルト東山フットボールクラブ（京都府東山区） 馬場　耕作

6 木之本ジュニアサッカークラブ(滋賀県長浜市) 山岡　誠

青山ジュニアフットボールクラブ(滋賀県大津市)

水戸ジュニアフットボールクラブ（滋賀県湖南市）

4 榎本　哲

5 石川　雄輔

7 日野サッカークラブ（滋賀県蒲生郡） 西村　稔

8 安土スーパーヒーローズ(滋賀県近江八幡市) 永岡　善明

9 能登川フットボールクラブ 山本　卓司

10 彦根フットボールクラブ（滋賀県彦根市） 金田　範宏

A1コート

本
部

ト

A2コート

イ
レ

Ｂコート

キャッチボール広場

※サッカーでの使用禁止※

トイレ

駐
アップ場

グランド

ゴルフ場

グラウンド配置図

荒神山

Dコート Cコート

11 プライマリーサッカークラブ（滋賀県彦根市） 山口　篤也

12 亀山サッカースポーツ少年団（滋賀県彦根市） 脇　康宏

車
場

待機用テント張り場

芝生広場

子供センター



【6年生担当コーチ】

【4年生担当コーチ】

【2年生担当コーチ】

【1年生担当コーチ】

【キッズ担当コーチ】

【GKコーチ】

【トレーナー】

有馬　昊聖
大倉　羽紅
松本　莉王
長崎　風駕

　亀山サッカースポーツ少年団

　3年生　43期生
北川　成

大谷　奏斗

【3年生担当コーチ】
村西　健司

宮川　蓮凰
今村　遥柊

林　頌

脇　康宏

柳本　忍

酒野　快人
加藤　圭悟
北川　徠夢
中村　風斗
田澤　義翔

　スタッフ
【代表】　脇　康宏
【監督】　小堀　智志
【 ＨＣ 】  長崎　泰孝　

有馬　義徳
【5年生担当コーチ】

後藤幸司

北川　史則

長崎　泰孝

http://kameyama-sss.jp/

【選手】

　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

近藤　直樹

田村　昌信

田中　靖平

田中　輝昭

田中　善之

西澤　海渡

近藤　直樹

川嶋正樹
酒野直人

仲田　大河



『亀山カップ2017第2回3年生大会』　H29年4月22日（土）～4月23日（日）
優勝

準優勝
第3位
第4位 甲子園サッカースクール
優勝

準優勝
第3位
第4位

『亀山カップ2017第2回3年生大会』　H29年4月22日（土）～4月23日（日）
優勝

準優勝
第3位
第4位
優勝

☆茂賀山杯 亀山サッカースポーツ少年団
バンブーシュート

☆茂賀山杯

☆亀山杯

大会結果

☆亀山杯 A.Z.R
DIVINEスポーツクラブ
青山ジュニアフットボールクラブ

愛知ホワイトスター
日野サッカークラブ






