
主　催：須磨ナイスサッカークラブ（S.N.S.C）

日　程：２０２２年１２月２４日（土）

場　所：神戸フットボールパーク岩岡グランド

（http://www.kobe-fa.gr.jp/u12/img/iwaoka_map.pdf）



１．名称 第２７回 ＳＮＳＣ杯

２．趣旨 サッカー競技を通じて技術の向上と相互の親睦を深め、

交流することを目的とする。

３．主催 須磨ナイスサッカークラブ（ＳＮＳＣ）

４．日程 ２０２２年１２月２４日（土）

５．会場 神戸フットボールパーク岩岡グランド

　（http://www.kobe-fa.gr.jp/u12/img/iwaoka_map.pdf）

６．参加チーム エスペランサＦＣ、中主ＳＳＳ、箕谷ＳＣ、新多聞ＳＣ
加古川たんぽぽＳＣ、クリヴォーネＦＣ、ウッディＳＣ
中町ＦＣjr、なぎさＦＣ、みさきＦＣ、南地区トレセンＵ１１、
神の谷ＦＣ、パルセイロ稲美ＦＣ、宮本ＳＣ、ＳＮＳＣ　Ａ、ＳＮＳＣ　Ｂ

（順不同、敬称略、全１６チーム）

７．表彰 １位トーナメント

　一位 賞状、トロフィー、優勝メダル
　二位 賞状、盾

２～４位トーナメント

　一位 賞状、トロフィー
　二位 賞状、盾

優秀選手賞 （各チーム１名）

　　記念メダル

８．参加費 4,000円（当日受付にて納付下さい）

９．組み合わせ 大会本部での責任抽選とする

１０．参加資格 小学６年生以下で構成されたチーム

大会要綱

パルセイロ稲美ＦＣ、荒井ＳＣ、王子ＦＣ、明石少年ＳＣ

加古川たんぽぽＳＣ、神の谷ＦＣ、神出ＳＣ、ウィングスＦＣ

西灘ＦＣ、みさきＦＣ、アレグラッソ、千代が丘ＳＣ

天満ＳＣ、コスモＦＣ、宝塚第一ボンバーズ、須磨ナイス

http://www.kobe-fa.gr.jp/iwaoka/main.html


１．競技方法 Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４ブロックにて予選リーグを行い、各ブロック同順位４チームが

それぞれトーナメント戦にて順位を決定します。

２．競技規則 ａ．日本サッカー協会競技規則による。８人制。

ｂ．使用球は、４号手縫いボールとします（大会本部で用意します）。

ｃ．競技時間は全て１５分－５分－１５分とします。

ｄ．選手の交代人数は制限しません。また、一度交代した選手もその試合に再び

　　出場できることとします（交代エリアから、主審の承認なしでＯＫです）。

ｅ．予選リーグの順位は勝点制（勝：３点、分：１点、負：０点）により決定します。

　但し、勝点が同じ時は下記の通り決定します。

　　（得失点差－総得点－該当チームの対戦成績－コイントス）

f．トーナメントは、同点の場合ＰＫ戦（３人ずつ）を行い、勝利チームを決定します。

　延長戦は行いません。

g．警告・退場は持ち越さない（その試合だけの適用とします）。

３．審判 a.主審は審判服（シャツのみ）を着用して下さい。副審は子供でも可とします。

b.副審は、対戦チームから１名ずつ派遣願います。

c.主審は、試合前に本部にて審判カードを受け取り、試合後に結果を報告して下さい。

４．その他① a.参加者全員は、各チームの責任においてスポーツ傷害保険に加入して下さい。

選手の傷害、疾病については応急処置のほか一切の責任を負いません。

会場内、駐車場内の事故についても、一切の責任を負いません。

b.雷等、天候異変時には本部の判断により、中止させて頂くことがあります。

その時点でゲーム成立とします。

c.またコロナによる緊急事態宣言や,当日の天候により開催不可と判断した場合は、当日まで

または当日朝6：00頃に判断し、連絡させて頂きます。

d.開会式は行いません。岩岡グランドには、８時には入場できます。

全日程が終了次第先にお帰りになられても構いませんが、

本部前で優秀選手の表彰を行いますので、お知らせ下さい。

e.天然芝のピッチでの試合では、ピッチへの飲み物の持ち込みは水のみとします。

また、ベンチ等の持ち込みも不可とさせて頂きます。

５．その他② a.本大会への参加者は、子どもの権利を守りながら、

※別紙参考資料の紹介をお願いします。
６．その他③ 「大人が離れた時こそ、子どもは考え行動する」を大人が体験し、子どもがサッカーを楽しむ。

a：特別ルール：試合中、監督・コーチはベンチではなく本部席指定場所にて観戦して頂きます。
b：特別ルール：参加選手は、全員が同じ時間、試合に出場すること

大会規定

今後も指導や応援を続けていく事を誓い合います。



優秀選手　連絡票

チーム名：

（ふりがな）

選手名：



Ａブロック

勝点 得失 順位

Ｂブロック

勝点 得失 順位

Ｃブロック

勝点 得失 順位

Ｄブロック

勝点 得失 順位

ウィングス

アレグラッソ

神出

みさき

天満

天満

コスモ

神の谷 王子

ＳＮＳＣ

荒井

コスモ ウィングス

パルセイロ稲美

千代が丘

パルセイロ稲美 千代が丘

ブロック表　　（予選リーグ）

西灘

加古川たんぽぽ

西灘

ＳＮＳＣ 荒井 明石少年

神の谷

アレグラッソ

宝塚第一

宝塚第一

王子

加古川たんぽぽ

神出

明石少年

みさき



お か

あ い う え

オ カ

ア イ ウ エ

順位　トーナメント

１位トーナメント ２位トーナメント

くき

A-1 C-1 B-1 D-1 D-2

３位トーナメント ４位トーナメント

B-3 C-3 A-3 D-3 A-4 B-4

クキ

C-4 D-4

B-2A-2 C-2



Ａ－１　コート（芝：手前）

Ａ－２　コート（芝：奥）

Ｂ－１　コート（土：手前）

Ｂ－２　コート（土：奥）

15分1 10:15 パルセイロ稲美 　－　 千代が丘 王子

千代が丘7 9:30 15分王子 　－　 みさき

タイムスケジュール

NO 試合時間 チーム名 得点 チーム名 審判 ハーフ

う 13:00 Ｄ２位 　－　 Ａ２位 Ａ１位 15分

以降、トーナメント

15分10 11:00 須磨ナイス 　－　 明石少年 宝塚第一

あ 13:50 Ａ１位 　－　 Ｃ１位 前試合勝 15分

か 14:30 う勝 　－　 え勝 前試合勝 15分

審判

15分お 15:20 あ勝 　－　 い勝 前試合勝

16 11:45 コスモ 　－　 天満 神出 15分

15分

ハーフ

5 10:15 西灘 　－　 アレグラッソ 神の谷 15分

NO

14 11:00 荒井 　－　 神出 天満

チーム名

え 13:00 Ｃ２位 　－　 Ｂ２位 Ｂ１位 15分

い 13:50 Ｂ１位 　－　 Ｄ１位 前試合勝 15分

く 14:30 う負 　－　 え負 前試合勝 15分

き 15:20 あ負 　－　 い負

NO 試合時間 チーム名 得点 チーム名 審判 ハーフ

前試合勝 15分

荒井 15分

2 9:30 須磨ナイス 　－　 荒井 コスモ

パルセイロ稲美 　－　 西灘 加古川たんぽぽ

15分

4 10:15 宝塚第一 　－　 コスモ

15分

11 11:00 加古川たんぽぽ 　－　 王子 パルセイロ稲美 15分

9 11:45

ウ 13:00 Ａ４位 　－　 Ｂ４位 Ｃ３位 15分

ア 13:50 Ｂ３位 　－　 Ｃ３位 前試合勝 15分

カ 14:30 ウ勝 　－　 エ勝 前試合勝 15分

オ 15:20 ア勝 　－　 イ勝 前試合勝 15分

神の谷 　－　 みさき アレグラッソ 15分

ウィングス 15分

NO 試合時間 チーム名 得点 チーム名 審判

ウィングス 　－　 天満 明石少年

ハーフ

6 9:30 明石少年 　－　 神出

15分

エ 13:00 Ｃ４位 　－　 Ｄ４位 Ｄ３位 15分

13 11:45 千代が丘 　－　 アレグラッソ みさき 15分

15分

15分

キ 15:20 ア負 　－　 イ負 前試合勝 15分

ク 14:30

イ 13:50 Ａ３位 　－　 Ｄ３位 前試合勝

ウ負 　－　 エ負 前試合勝

以降、トーナメント

以降、トーナメント

以降、トーナメント

12 11:45 宝塚第一 　－　 ウィングス 須磨ナイス

3 9:30 加古川たんぽぽ 　－　 神の谷 西灘 15分

試合時間 チーム名

15分

得点

8 10:15

15 11:00


