
2020 北山杯（U-9）



2020 北山杯（U-9）に参加していただき有難うございます。
ＦＣウイングスの北山コーチが指導歴３０周年を迎えるにあたり、
今までお世話になったチームに参加頂いて、この大会を通じ、
今後とも団・選手の交流を深めていきたいと考えております。

＜参加チーム＞

神戸市北地区　 鹿の子台ＳＣ、木津ＳＣ、ＦＣウイングス

神戸市東地区　 王子ＦＣ、コスモＦＣ

神戸市西地区　 東舞子ＳＣ、新多聞ＳＣ、ロヴェスト神戸

三田市 ＳＣあかしあイレブン

加古川市 平岡北ＳＣ、加古川たんぽぽＳＣ

宝塚市 仁川ＳＣ

＜参加費＞

\6,000

＜開催日・会場＞

令和２年３月２０日（金・祝日）

北神戸田園スポーツ公園　多目的球技場

兵庫県神戸市北区有野町二郎

駐車場：有料

＜表彰＞

＊各チームＭＶＰ（最優秀選手）を表彰します。

＜大会要項＞

＊開会式・閉会式はありません。（各試合に間に合うようにお越し下さい。）

＊予選リーグ戦

　勝ち３点・負け０点・引分け１点で、総得点が同点の場合、得失点で順位を決めます。

　なお、得失点が同点の場合は３人制のジャンケンで順位を決定します。

＊決勝トーナメント以降は、同点の場合はＰＫ戦（３名＋ＳＤ）にて決定します。

＊８人制のルールを適応し、新ルールの適用は無しとします。（ゴールキックは置き蹴り）

＊１人審判（審判服着用）でお願いします。（タイツ着用可）

　（審判カードは、本部にて用意します。試合後の結果は本部に提出お願いします。）

＊審判の給水はベンチ横に置いています。自由に飲んで下さい。

＊チームの事情で審判ができない場合はご相談下さい。本部にて対応します。

＊選手は必ず正・副のユニホームを持参して下さい。

　（試合前に必ず確認をしてください。ＧＫもお願いします。）

＊選手・コーチは必ず保険に加入のこと。

＊第１試合のチームはグランド作りをお手伝い下さい。（8時過ぎ着でお願いします。）

＜その他＞

＊小雨決行とします。

＊各団は、責任を持ってゴミ等は持ち帰って下さい。

ＦＣウィングス　

３年生メインコーチ ３年生サブコーチ

　　　　　　　岡村　秀史 　　　　　　　北山　潤治

携帯　０９０－２１９１－１５３１ 携帯　０９０－２１９５－３７６２

2020 北山杯（U-9）

＊ゴールドの優勝・準優勝・３位、シルバーの優勝、ブロンズの優勝を表彰します。

＊試合時間　予選・決勝トーナメント　１２－３－１２、　ゴールド決勝戦・３位決定戦　１５－５－１５

＊警報等が発令され中止の場合は、ＡＭ６：３０までに各団担当コーチまで連絡をさせていただきます。



予選対戦表

Ａブロック

鹿の子台 東舞子 たんぽぽ 得点 失点 得失 勝点 順位

鹿の子台 ＊ - -

東舞子 - ＊ -

たんぽぽ - - ＊

Ｂブロック

木津 新多聞 平岡北 得点 失点 得失 勝点 順位

木津 ＊ - -

新多聞 - ＊ -

平岡北 - - ＊

Ｃブロック

ウイングス ロヴェスト神戸 コスモ 得点 失点 得失 勝点 順位

ウイングス ＊ - -

ロヴェスト神戸 - ＊ -

コスモ - - ＊

Ｄブロック

王子 あかしあ 仁川 得点 失点 得失 勝点 順位

王子 ＊ - -

あかしあ - ＊ -

仁川 - - ＊
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番号 開始時間 審判 番号 開始時間 審判

A① 9:00 鹿の子台 － 東舞子 本部 B① 9:00 木津 － 新多聞 本部

A② 9:30 ウイングス － ロヴェスト神戸 東舞子 B② 9:30 王子 － あかしあ 新多聞

A③ 10:00 鹿の子台 － たんぽぽ コスモ B③ 10:00 木津 － 平岡北 仁川

A④ 10:30 ウイングス － コスモ ロヴェスト神戸 B④ 10:30 王子 － 仁川 あかしあ

A⑤ 11:00 東舞子 － たんぽぽ 鹿の子台 B⑤ 11:00 新多聞 － 平岡北 木津

A⑥ 11:30 ロヴェスト神戸 － コスモ たんぽぽ B⑥ 11:30 あかしあ － 仁川 平岡北

A⑦ 12:30 Ａ３位 － Ｄ３位 Ａ１位 B⑦ 12:30 Ｂ３位 － Ｃ３位 Ｂ１位

A⑧ 13:00 Ａ２位 － Ｄ２位 Ａ⑦負け B⑧ 13:00 Ｂ２位 － Ｃ２位 Ｂ⑦負け

A⑨ 13:30 Ａ１位 － Ｄ１位 Ａ⑧負け B⑨ 13:30 Ｂ１位 － Ｃ１位 Ｂ⑧負け

B⑩ 14:00 Ａ⑦負け － B⑦負け Ａ⑨負け B⑪ 14:00 Ａ⑧負け － B⑧負け Ｂ⑨負け

A⑩ 14:30 Ａ⑦勝ち － B⑦勝ち B⑩負け A⑪ 14:30 Ａ⑧勝ち － B⑧勝ち Ｂ⑪負け

A⑫ 15:10 Ａ⑨勝ち － Ａ⑧勝ち 本部 B⑫ 15:10 Ａ⑨負け － B⑨負け 本部

＊チームの事情で審判ができない場合はご相談下さい。本部にて対応します。

ゴールド決勝戦（15－5－15） ゴールド３位決定戦（15－5－15）

決勝トーナメント　（12－3－12）　　　ＰＫ有り（3人サドンデス）

ブロンズ決勝戦（15－5－15） シルバー決勝戦（15－5－15）

ＢコートＡコート

昼　　食

予　　　　選　　　　（12－3－12）



開催場所　：　北神戸田園スポーツ公園
（北区有野町二郎）

駐車場からは歩きとなります。

ルート①　： グランドまでの距離は短いが、険
しい山道です。

ルート②　： グランドまでの距離は長いが、道
は広く、坂もなだらかです。

駐車場

多目的球技場 ルート①

ルート②


