
静岡市長杯第36回清水チャンピオンズカップ少年サッカー大会
参加チーム一覧

Ｎｏ． チーム名 県名 代表者名 大会成績

1 とかち・帯広FC 北海道 喜多　進 北海道少年選抜サッカー大会 優勝

2 伊達サッカースポーツ少年団 北海道 大和田康夫 実行委員会推薦

3 室蘭トレセンU-12 北海道 近藤雄洋 実行委員会推薦

4 札幌地区トレセンU-12 北海道 渡部尚樹 実行委員会推薦

5 宮城県TC 宮城県 加藤栄徳 東北地区選抜少年サッカー大会 優勝

6 福島県トレセンU-12 福島県 三品貴裕 東北地区選抜少年サッカー大会 準優勝（実行委推薦）

7 新座片山FC 埼玉県 川原嘉雄 古河JC杯 優勝

8 JACPA東京FC 東京都 野口光彦 全国少年少女草サッカー大会 第3位

9 柏イーグルスTOR‘８２ 千葉県 清水　亮 全国少年少女草サッカー大会 準優勝

10 NPO法人フッチスポーツクラブ 千葉県 関根眞喜 実行委員会推薦

11 足柄フットボールクラブ 神奈川県 奥津昌洋 沼津アローカップ 優勝

12 横須賀選抜 神奈川県 関上雄海 藤枝JC杯争奪少年サッカー大会 優勝

13 ジュニオールサッカークラブ 神奈川県 伊藤博人 実行委員会推薦

14 富山トレセンU-12 富山県 西野信幸 実行委員会推薦

15 長野県 上小トレセン 長野県 佐貫憲勝 塩尻JC杯サッカー大会 優勝

16 F.C.CEDAC Jr 長野県 今井典良 中部日本少年サッカー大会 優勝

17 fortuna SC 山梨県 皆川新一 KJSL杯木曽少年サッカー大会 優勝

18 愛知FC・U-12 愛知県 浅野洋一 ウジョンカップ 優勝

19 上野JFC 三重県 北澤義孝 実行委員会推薦

20 高槻フットボールクラブ 大阪府 樋口祖照 高槻杯少年サッカー大会 優勝

21 大阪市スポーツ少年団選抜 大阪府 久保雅也 実行委員会推薦

22 FCライオスジュニア 兵庫県 大木宏之 奈良市少年サッカーフェスティバル 優勝

23 ヴィッセル神戸ジュニア 兵庫県 安部雄大 津山フェスティバル 優勝

24 スクデットフットボールクラブ 奈良県 阿保和弘 実行委員会推薦

25 シーガル広島 広島県 小川潤一 中国少年サッカー大会 優勝

26 聖隷ジュニアフットボールクラブ 静岡県 中村政吉 YBSサッカーフェスティバル 優勝

27 ピュアスポーツクラブFC 静岡県 森下政昭 富士山カップ 優勝

28 富士トレセン 静岡県 千葉芳明 浜松ユースU-12交流サッカー大会 優勝

29 御殿場小サッカースポーツ少年団 静岡県 平野　隆 実行委員会推薦

30 FC Estrella 静岡県 小河路容弘 実行委員会推薦

31 清水トレセン 静岡県 遠藤貴久 実行委員会推薦

32 SALFUS oRs 静岡県 遠藤貴久 実行委員会推薦
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会場

試合時間

①　9：00 清水TC - ｳﾞｨｯｾﾙ神戸 柏ｲｰｸﾞﾙｽ - 御殿場小 福島県TC - ピュアFC 札幌地区TC - 富士TC

②　9：50 横須賀選抜 - 伊達SSS FCﾗｲｵｽ - fortuna SC 大阪市選抜 - 足柄FC フッチSC - F.C.CEDAC

③　10：40 宮城県TC - 聖隷JFC 愛知FC - 富山TC SALFUS oRs - 室蘭TC FC Estrella - 新座片山

④　11：30 ｼﾞｭﾆｵｰﾙSC - 高槻FC JACPA東京 - ｼｰｶﾞﾙ広島 上野JFC - 上小TC ｽｸﾃﾞｯﾄFC - とかち・帯広

⑤　12：20 清水TC - 横須賀選抜 柏ｲｰｸﾞﾙｽ - FCﾗｲｵｽ 福島県TC - 大阪市選抜 札幌地区TC - フッチSC

⑥　13：10 ｳﾞｨｯｾﾙ神戸 - 伊達SSS 御殿場小 - fortuna SC ピュアFC - 足柄FC 富士TC - F.C.CEDAC

⑦　14：00 宮城県TC - ｼﾞｭﾆｵｰﾙSC 愛知FC - JACPA東京 SALFUS oRs - 上野JFC FC Estrella - ｽｸﾃﾞｯﾄFC

⑧　14：50 聖隷JFC - 高槻FC 富山TC - ｼｰｶﾞﾙ広島 室蘭TC - 上小TC 新座片山 - とかち・帯広

会場

試合時間

①　9：00 清水TC - 伊達SSS 柏ｲｰｸﾞﾙｽ - fortuna SC 福島県TC - 足柄FC 札幌地区TC - F.C.CEDAC

②　9：50 ｳﾞｨｯｾﾙ神戸 - 横須賀選抜 御殿場小 - FCﾗｲｵｽ ピュアFC - 大阪市選抜 富士TC - フッチSC

③　10：40 宮城県TC - 高槻FC 愛知FC - ｼｰｶﾞﾙ広島 SALFUS oRs - 上小TC FC Estrella - とかち・帯広

④　11：30 聖隷JFC - ｼﾞｭﾆｵｰﾙSC 富山TC - JACPA東京 室蘭TC - 上野JFC 新座片山 - ｽｸﾃﾞｯﾄFC

会場

試合時間

⑥　13：00 A４位 - B４位 C４位 - D４位 E４位 - F４位 G４位 - H４位

⑦　13：50 A３位 - B３位 C３位 - D３位 E３位 - F３位 G３位 - H３位

⑧　14：40 A２位 - B２位 C２位 - D２位 E２位 - F２位 G２位 - H２位

⑨　15：30 A１位 - B１位 C１位 - D１位 E１位 - F１位 G１位 - H１位

順位

会場

試合時間

Ⅰ　9：00 AB勝者 - CD勝者 AB勝者 - CD勝者 AB勝者 - CD勝者 AB勝者 - CD勝者

Ⅱ　9：50 EF勝者 - GH勝者 EF勝者 - GH勝者 EF勝者 - GH勝者 EF勝者 - GH勝者

Ⅲ　10：40 AB敗者 - CD敗者 AB敗者 - CD敗者 AB敗者 - CD敗者 AB敗者 - CD敗者

Ⅳ　11：30 EF敗者 - GH敗者 EF敗者 - GH敗者 EF敗者 - GH敗者 EF敗者 - GH敗者

Ⅴ　12：20

Ⅵ　13：10

３・４位決定戦

決勝戦

３・４位決定戦

決勝戦

３・４位決定戦

決勝戦

３・４位決定戦

決勝戦

4位トーナメント

対戦カード 対戦カード 対戦カード 対戦カード

J-STEP東 J-STEP西 蛇塚グラウンド南 蛇塚グラウンド北

順位トーナメント　12／25（木）
1位トーナメント 2位トーナメント 3位トーナメント

順位トーナメント　12／24（水）

対戦カード 対戦カード 対戦カード 対戦カード

J-STEP東 J-STEP西 蛇塚グラウンド南 蛇塚グラウンド北

対戦カード 対戦カード 対戦カード 対戦カード

対戦カード

蛇塚グラウンド北

予選リーグ　12／24（水）
J-STEP東 J-STEP西 蛇塚グラウンド南 蛇塚グラウンド北

日程表

対戦カード

J-STEP東

対戦カード

J-STEP西

予選リーグ　12／23（火・祝）
蛇塚グラウンド南

対戦カード
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清水 神戸 横須賀 伊達 勝 分 負 勝点 総得点 総失点 得失点 順位

清水トレセン

ヴィッセル神戸ジュニア

横須賀選抜

伊達サッカースポーツ少年団

宮城 聖隷 ｼﾞｭﾆｵｰﾙ 高槻 勝 分 負 勝点 総得点 総失点 得失点 順位

宮城県TC

聖隷ジュニアフットボールクラブ

ジュニオールサッカークラブ

高槻フットボールクラブ

柏 御殿場 ライオス fortuna 勝 分 負 勝点 総得点 総失点 得失点 順位

柏イーグルスTOR‘82

御殿場小サッカースポーツ少年団

FCライオスジュニア

fortuna SC

愛知 富山 東京 広島 勝 分 負 勝点 総得点 総失点 得失点 順位

愛知FC・U-12

富山トレセンU-12

JACPA東京FC

シーガル広島

福島 ピュア 大阪 足柄 勝 分 負 勝点 総得点 総失点 得失点 順位

福島県トレセンU-12

ピュアスポーツクラブFC

大阪市スポーツ少年団選抜

足柄FC

SALFUS 室蘭 上野 上小 勝 分 負 勝点 総得点 総失点 得失点 順位

SALFUS oRs

室蘭トレセンU-12

上野JFC

長野県 上小トレセン

札幌 富士 フッチ CEDAC 勝 分 負 勝点 総得点 総失点 得失点 順位

札幌地区トレセンU-12

富士トレセン

NPO法人フッチスポーツクラブ

F.C.CEDAC Jr

Estrella 新座片山 ｽｸﾃﾞｯﾄ とかち・帯広 勝 分 負 勝点 総得点 総失点 得失点 順位

FC Estrella

新座片山FC

スクデットフットボールクラブ

とかち・帯広FC

予選リーグ　組合せ

Ｅリーグ　〔清水蛇塚グラウンド　南ピッチ〕

Ｆリーグ　〔清水蛇塚グラウンド　南ピッチ〕

Ｇリーグ　〔清水蛇塚グラウンド　北ピッチ〕

Ｈリーグ　〔清水蛇塚グラウンド　北ピッチ〕

Ａリーグ　〔清水ナショナルトレーニングセンター（J-STEP）　東ピッチ〕

Ｂリーグ　〔清水ナショナルトレーニングセンター（J-STEP）　東ピッチ〕

Ｃリーグ　〔清水ナショナルトレーニングセンター（J-STEP）　西ピッチ〕

Ｄリーグ　〔清水ナショナルトレーニングセンター（J-STEP）　西ピッチ〕
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