
雨天予備日　１８日(日）

Takabe  Child

開催日　：　令和４年１２月１１日（日） 

会　場　：　長崎新田グランド

主　催　：　高部チャイルドサッカー

後　援　：　NPO法人　清水サッカー協会

Christmas cup



第２１回高部チャイルドクリスマスカップ
＝大会要項＝

１．主催 高部チャイルドサッカー
後援 NPO法人 清水サッカー協会

２．開催日 令和４年１２月１１日（日） 雨天予備日１８日(日）
３．会場 長崎新田グランド（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ）
４．大会運営

１）参加資格 園児・幼児（U6）で構成されるチーム
２）試合形式 8人制
３）試合方法 １０分－３分－１０分

参加１６チームを４ブロックに分け予選リーグを行う （午前）各３試合
予選後順位決定トーナメントを行う。全チーム５試合実施 （午後）各２試合
予選リーグは勝ち点制とし、勝３点、引き分け１点とする。
得失点、総得点、対戦の勝敗、抽選の順とする。
順位トーナメントは引き分けの際、ＰＫ（３名）とします
コートサイズ３６Ｘ２６、ゴールエリア・センターサークル半径５メートル

★主審は ゴールキック時、相手選手をゴールエリアより７メートル以上離してください
ゴールキーパーが置いたボールを相手がシュートしてもノーゴールとします。

★当日９時００分より本部Bコート前で試合ルール等の説明を行います。指導者と審判は集合願います。
４）審 判 優勝決定戦のみ本部で行います。それ以外は１名による相互審。審判着不要
５）選手交代 選手交代は自由とします。
６）試合球 軽量４号球。（持ち寄り）
７）大会参加費 １チームにつき ７０００円
８）表 彰 ◎ 優勝 賞状、カップ（持ち回り）、トロフィー

準優勝 トロフィー
３位 トロフィー

◎ 各参加チームより１名 がんばったで賞

９）式 典 開会式は行いません。表彰式は最終第10試合終了後に.行います。
第9試合目で終了チームは身支度して頂いても結構です。表彰式は全チームで
行います。準備都合上全試合終了15分後に本部前にお集まりください。

１０）負傷者の対応 試合中に発生した負傷、疾病については、本部にて応急処置及び救急病院を
紹介しますが、その後は各チームにてお願いします。

１１）雨天時の対応 雨天延期とする場合は、当日６：３０頃までにご連絡致します。

【その他】
・ 参加チームはユニホーム又はビプスを用意して下さい。

・ 車は必ず指定場所へ駐車して下さい。駐車券の無いお車は一切駐車出来ません。
１チームにつき選手、指導者、父兄含め８台迄、車にはチーム名・所有者名記載・掲示願います。
駐車券は各チームでＮｏ1～Ｎｏ８までカラー印刷し指定の位置へ駐車して下さい。

遅れて来られる応援車両等の駐車場は一切ありません 公共機関等を御利用ください。
・ 道路や通路は駐車禁止です。近隣の方に迷惑がかからない様、お願いします。
・ ゴミ等は各チームで持ち帰り、グランド美化に心掛けて下さい。グランド内外とも禁煙です。

・ 審判の判定には従ってください アピールは厳禁です。
試合中含め終日コート内側は コーチ・選手のみの入場となります。 サポーターはコート外周に

ラインを設けます。ライン外側から応援して下さい ただし過度の声援、大声は慎みましょう。

※ 参加チーム全員がマスク着用・手指消毒を徹底し感染防止に努めてください。

※ チーム責任者は選手・保護者含む関係者全員の健康状態及び検温の確認をお願いします。

※ 大会前日・当日を検温３７．５度以上の方は入場できません。

※ 参加者名簿（含む観戦者）の提出をお願いします。当日、用紙は本部で用意します。

☆☆ 駐車券はA４サイズでカラー印刷し入場前に見やすい箇所へあらかじめ掲示してください。

赤色駐車券は明陽電機（株）様駐車場へ青色駐車券は長崎新田グランド駐車場へ止めてください。

連絡先 高部チャイルド 代表 佐野 ０９０－８７３２－９８００



高部ﾁｬｲﾙﾄﾞ 興津東海 SEPALADA 伊豆JSS 勝ち点 得失点差 総得点 順位

高部ﾁｬｲﾙﾄﾞ

興津東海

SEPALADA

伊豆JSS

有度FC
FCジョガドー
ル静岡

若杉SC 静岡南 勝ち点 得失点差 総得点 順位

有度FC

FCジョガドー
ル静岡

若杉SC

静岡南

ガウーショ 静岡横内SSS ﾎﾞｶ・ｼﾞｭﾆｱｰｽﾞ
御前崎スー
パーキッズ

勝ち点 得失点差 総得点 順位

ガウーショ

静岡横内SSS
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御前崎スー
パーキッズ

入江キッズ 清水クラブ SAKICHI フォンテ竜南 勝ち点 得失点差 総得点 順位

入江キッズ

清水クラブ

SAKICHI

フォンテ竜南

各ブロック組合せ・順位

・Aブロック

・Bブロック

・Cブロック

・Dブロック



審判 審判 審判 審判

高部チャイルド ー 興津東海 相互審 SEPALADA ー 伊豆JSS 相互審 ガウーショ ー 静岡横内SSS 相互審 ﾎﾞｶ･ｼﾞｭﾆｱｰｽﾞ ー 御前崎キッズ 相互審

有度FC ー ｼﾞｮｶﾞﾄﾞｰﾙ静岡 相互審 若杉SC ー 静岡南 相互審 入江キッズ ー 清水クラブ 相互審 SAKICHI ー フォンテ竜南 相互審

高部チャイルド ー SEPALADA 相互審 興津東海 ー 伊豆JSS 相互審 ガウーショ ー ﾎﾞｶ･ｼﾞｭﾆｱｰｽﾞ 相互審 静岡横内SSS ー 御前崎キッズ 相互審

有度FC ー 若杉SC 相互審 ｼﾞｮｶﾞﾄﾞｰﾙ静岡 ー 静岡南 相互審 入江キッズ ー SAKICHI 相互審 清水クラブ ー フォンテ竜南 相互審

高部チャイルド ー 伊豆JSS 相互審 興津東海 ー SEPALADA 相互審 ガウーショ ー 御前崎キッズ 相互審 静岡横内SSS ー ﾎﾞｶ･ｼﾞｭﾆｱｰｽﾞ 相互審

有度FC ー 静岡南 相互審 ｼﾞｮｶﾞﾄﾞｰﾙ静岡 ー 若杉SC 相互審 入江キッズ ー フォンテ竜南 相互審 清水クラブ ー SAKICHI 相互審

Ａ2位 ー Ｂ2位 相互審 C2位 ー D2位 相互審 Ａ4位 ー Ｂ4位 相互審 C4位 ー D4位 相互審

A１位 ー B１位 相互審 Ｃ1位 ー Ｄ1位 相互審 A3位 ー B3位 相互審 Ｃ3位 ー D3位 相互審

A7勝 ー B7勝 相互審 A7負 ー B7負 相互審 C7勝 ー D7勝 相互審 C7負 ー D7負 相互審

A8勝 ー B8勝 本部 A8負 ー B8負 相互審 C8勝 ー D8勝 相互審 C8負 ー D8負 相互審

15:00

試合時間予定表
時間

Aコート Bコート Cコート Dコート

対戦 対戦 対戦 対戦

1 9:30

Aブロック予選リーグ Aブロック予選リーグ Cブロック予選リーグ Cブロック予選リーグ

2 10:00

Bブロック予選リーグ Bブロック予選リーグ Dブロック予選リーグ Dブロック予選リーグ

3 10:30

Aブロック予選リーグ Aブロック予選リーグ Cブロック予選リーグ Cブロック予選リーグ

4 11::00

Bブロック予選リーグ Bブロック予選リーグ Dブロック予選リーグ Dブロック予選リーグ

5 11:30

Aブロック予選リーグ Aブロック予選リーグ Cブロック予選リーグ Cブロック予選リーグ

6 12::00

Bブロック予選リーグ Bブロック予選リーグ Dブロック予選リーグ Dブロック予選リーグ

昼食・休憩

Ａコート Ｂコート Ｃコート Ｄコート

7 13::00

2位トーナメント 2位トーナメント 4位トーナメント 4位トーナメント

8 13:30

１位トーナメント 1位トーナメント 3位トーナメント 3位トーナメント

9 14:00

5～6位決定戦 7～8位決定戦 13～14位決定戦 15～16位決定戦

表彰式

10 14:30

優勝決定戦 3～4位決定戦 9～10位決定戦 11～12位決定戦



・１位トーナメント A１位

☆ＡBグランド 　　　　１３：３０～ Ａグランド

B１位

優勝・準優勝 １４:３０～ Ａグランド １４:３０～ Bグランド ３位・４位

C１位

　　　　１３:３０～ Bグランド

D１位

・２位トーナメント A２位

☆ABグランド 　　　　１３:００～ Ａグランド

B２位

5位・6位 　１４:００～ Ａグランド 1４:００～ Bグランド 7位・8位

C２位

　　　　１３:００～ Bグランド

D２位

・３位トーナメント A３位

☆CDグランド 　　　　１３:３０～ Cグランド

B３位

9位・10位 １４:３０～ Cグランド 14：３０～ Dグランド 11位・12位

C３位

　　　　１３:３０～ Dグランド

D３位

・４位トーナメント A４位

☆CDグランド 　　　　１３:００～ Cグランド

B４位

13位・14位 １４:００～ Cグランド １４:００～ Dグランド 15位・16位

C４位

　　　　１３:００～ Dグランド

D４位



参加チーム一覧

氏名 連絡先 氏名 連絡先

　１、御前崎スーパーキッズ 　（御前崎市） 塚本様

　２、ボカ・ジュニアーズ　　　　　(藤枝市） 大畑様 永倉様

　３、ＳＡＫＩＣＨＩキッズ　　　　　　(藤枝市） 岩本様

　４、伊豆JSS　　　　　　　　　　（伊豆市） 秋山様

　５、SEPALADA　　　　　（富士市） 渡邉様

　６、静岡横内SSS　　　　　（静岡市葵区） 栗原様 原田様

　７、フォンテ竜南 　　　　    （静岡市葵区） 山﨑様

　８、ガウーショ 　　　　    （静岡市駿河区） 様 　

　９、若杉SC　　　　　　　　（静岡市駿河区） 山本様

　１０、FCジョガドール静岡（静岡市駿河区） 寺田様

　１１、静岡南SC  　　　　　 （静岡市駿河区） 藤田様

　１２、興津東海幼稚園　　（静岡市清水区） 伊藤様

　１３、清水クラブSS　　　（静岡市清水区） 前嶋様

　１４、入江キッズ     　　（静岡市清水区） 若杉様

　１５、有度ＦＣチャイルド (静岡市清水区） 佐藤様 鈴木様

　１６、高部チャイルド      (静岡市清水区） 佐野

チーム名
代表者 連絡者

　　緊急連絡先　高部チャイルド  　代表　　   佐野　    090-8732-9800



〒４２４－００６４

カーナビ用 ＴＥＬ　０５４-３４４－３０５５

　

　

　

　

　　　　　　　

☆   駐車券のない車両は一切駐車できません。公共機関等を御利用ください。

静岡市清水区長崎新田２０７

☆  各チームで駐車券(A４サイズ)をＮｏ１～No8まで印刷、車内に掲示し指定された位置へ駐車願います。

☆　赤色駐車券は明陽電機(㈱）様駐車場へ、青色駐車券は長崎新田駐車場へ止めてください。

長崎新田
スポーツ広場

分譲地

長崎新田グランド

正門駐車場

ト

イ

レ

二階建て
アパート

オグマ工業㈱様

国道１号線

NTT

長崎新田スポーツ広場
・１チームに付き指導者含め車8台以下でお願いします。

・車にはチーム名・所有者名の表示をお願いします。

・試合は Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄコート で行います。

・来場時に駐車券が外から見えるよう提示願います。

D

明陽電機(㈱）様

社員駐車場

セブンイレブン

A

B

C

日産プリンス

尾関商店
生コン

若杉・ガウーショ・興津東海
サキチSC・清水クラブ・入江・

ﾎﾞｶｼﾞｭﾆｱｰｽﾞ・有度

御前崎・SEPALADA・
静岡南・静岡横内


