
【第２５回小平市招待少年サッカー大会 大会要項】 

 

② 【参加資格】 小学５年生以下で編成されたチーム。 

②【期日】 予選:１２月１２・１３日  順位戦：２０・２３日 予備日：２７日 

③【試合会場】小平市内小学校校庭、その他 

④【競技人数】 ８人制（1 チーム６ 名以上とし、６ 名に満たない場合には不戦敗とする） 

⑤【勝敗の決定】予選リーグ 順位別決勝リーグ戦またはトーナメント戦,決勝トーナメント戦 （３位決定戦は

行わない） 

リーグ戦において勝敗が決しない場合は引き分けとする。（延長戦は行わない） 

順位トーナメント戦において勝敗が決しない場合はPK 方式とする、ただし、各順位戦、優勝決定戦のみ

１０分間（前・後半各５分）の延長戦を行い、なお決定しない場合にはPK 方式により勝敗を決定する。 

⑥【ＰＫ戦】３人によるＰＫ戦で勝敗を決める。３人以降は、サドンデスとする。 

注：２位・３位パートの決勝は延長なし、即 PK方式によって決定する。 

⑦【 勝 点 】勝利：３点、引き分け：１点、 敗戦：０点 

⑧【順位の決定】※予選リーグでの順位は、①勝点②得失点③総得点④対戦成績⑤抽選。 

⑨【試合時間】試合時間…２０分ハーフ（但し、予選で四チームリーグの場合は、１５分ハ－フの場合あり、

注：大会の代表者会議で最終決定する） 

⑩【選手の交代】選手の交代は何名でも認める。一度交代した選手の再出場も認める。 

⑪【審判】３人制 ：また、必ず審判服を着用すること。 

⑫【表 彰】１・２・３位トロフィーと賞状  ：２・３位パート  優勝・準優勝はトロフィーと賞状 ３位は賞状 

       各チームに優秀選手メダル、優勝チームには最優秀選手トロフィー,優勝カップ（ 持ち回り） 

⑬【大会参加費】１チーム５０００円。 

⑭【競技規則】「日本サッカー協会競技規則」と本大会の「大会競技規則」による 

⑮【警告・退場】退場処分を受けた選手は、同大会の次１試合に出場出来ない。 １試合警告２回による退場処分も

同様の処置とする。退席処分を受けたベンチスタッフは、同大会の次１試合にベンチ入り出来ない。

同大会にて警告累積回数３回に達した選手は、同大会の次１試合に出場出来ない。 

            警告の累積は、次１試合の出場停止処分、または大会の終了にて解消する。尚、１試合警告２回に

よる退場処分を除き、退場・退席処分を受けた選手・ベンチスタッフは、担当審判起票による審判報

告書を以て、小平サッカー協会少年部，規律フェアープレー委員会の裁定により以後の処置を決定

する。 

⑯【その他】運営上の細則については代表者会議の席上申し合わせる。   

■注意事項… 

①大会中の怪我や事故は当該チームに一任しますので、大会前に団体スポーツ保険には必ず加入してお

いてください。 

②【用具その他】∙ 試合球は４号公式球を使用。∙ スパイクは固定式のみを認める、また「すね当て」は必ず

着用のこと。 

③【駐車台数】・車は、会場にて駐車台数が異なります。代表者会議で決定する。 



注：必ず見えやすい所にチーム名を書いて提示する事。左記、チーム名は各チームで用意

すること選手・監督席と応援席を分けますので、ご協力をお願いします。 但し 会場によ

って変わりますので、会場責任者に確認をお願いします。 

 



第25回小平市招待少年サッカー大会参加チーム（市内１９，招待８） 

　チ　ー　ム　名 連絡責任者

1・2 創価ロケットＳＣ 伊藤　宜彦

3 鈴木ＳＣ 千葉　清久

4 小平十五小SC 白瀚　健二

5 花小金井ｼｭｰﾀｰｽﾞFC 井上　敬介

6 鷹の台ファイターズ 佐藤　邦昭

7 ホワイトダックス 松尾　英条

8 小平レインボーズ 小川　 徹 

9 ＦＣジュベニール小平 井上　雅之

10 小平十小ＳＣ 高見　浩一

11 小平ＦＣイレブン 新澤　宏一

12 小平八小アベリア 青木　大介

13 小平ＦＣウィングス 坂本　英樹

14 ＫＳキッカーズ 堀部　剛

15 ＢＳサッカークラブ 岸本　国雄

16・17 学園東小ﾐﾗｸﾙｷｯｽﾞ 宮崎　正和

18 ＯＰＪＦＣ 栗田　宗一郎

19 小平九小FC 石川　和成

20 調布イーグルス 中野　浩嗣

21 立川九小サッカークラブ 森　　信敏

22 田無富士見ＪＳＣ 林　　敏彦

23 ＦＣドミーニ　Jr  木村　　充 

24 河辺スーパーキッズ 塩野　知昭

25 梨花ＦＣ 川崎　琢磨

26 田彦ＳＳＳ 石庭　誠

27 Wakaba F.C. TACHIKAWA 小比賀　隆



　　　　　    小平招待少年サッカー大会の記録　（Ⅰ）

【第１回大会】＜平成３年＞ 【第９回大会】＜平成１１年＞

 優　勝（ＴＴＫ）  優　勝（ＦＣ明成）
 準優勝（新座片山ＦＣ）  準優勝（花小金井シューターズ）
 第３位（北山サッカースポーツ少年団）  第３位（ＢＳ少年サッカースクール）
 第３位（ＦＣ小平ウエストスター）  第３位（小平ウエストスター）

【第２回大会】＜平成４年＞ 【第１０回大会】＜平成１２年＞

 優　勝（新座片山ＦＣ）  優　勝（創価ロケットＳＣ）
 準優勝（創価ロケットＳＣ）  準優勝（永山ＦＣ）
 第３位（大野原サッカー少年団）  第３位（ＦＣ明成）
 第３位（ＦＣ小平ウエストスター）  第３位（小平十小ＳＣ）

【第３回大会】＜平成５年＞ 【第１１回大会】＜平成１３年＞

 優　勝（新座片山ＦＣ）  優　勝（永山FC）
 準優勝（府中四小ブラックキラーズ）  準優勝（ＦＣ墨田）
 第３位（ホワイトダックスＳＣ）  第３位（青梅新町SC）
 第３位（ＦＣ小平ウエストスター）  第３位（小平八小アベリアFC）

【第４回大会】＜平成６年＞ 【第１２回大会】＜平成１４年＞

 優　勝（松林少年ＳＣ）  優　勝（ＦＣ墨田）
 準優勝（創価ロケットＳＣ）  準優勝（ホワイトダックス）
 第３位（西原少年ＳＣ）  第３位（北山小ＳＣ）
 第３位（北山サッカースポーツ少年団）  第３位（ＢＳ少年サッカースクール）

【第５回大会】＜平成７年＞ 【第１3回大会】＜平成１5年＞

 優　勝（松林少年ＳＣ）ＰＫ日没のため  優　勝（北山小ＳＣ ）
 優　勝（永山ＦＣ）  準優勝（ＦＣ墨田）
 第３位（創価ロケットＳＣ）  第３位（青梅新町ＳＣ）
 第３位（ＦＣ小平ウエストスター）  第３位（鈴木ＳＣ）

【第６回大会】＜平成８年＞ 【第１４回大会】＜平成１６年＞

 優　勝（瀬崎ＳＣ）  優　勝（永山ＦＣ ）
 準優勝（菅刈ＳＣ）  準優勝（青梅新町ＳＣ）
 第３位（武蔵丘ＦＣ）  第３位（ＢＳサッカークラブ）
 第３位（キンダー善光ＳＣ）  第３位（田無富士見ＪＳＣ）

【第７回大会】＜平成９年＞ 【第１５回大会】＜平成１７年＞

 優　勝（北山ＳＣ）  優　勝（青梅新町ＳＣ ）
 準優勝（創価ロケットＳＣ）  準優勝（北山小ＳＣ）
 第３位（西原少年ＳＣ）  第３位（小平ＦＣウィングス）
 第３位（金井藤の台ＳＣ）  第３位（羽衣ＳＣ）

【第８回大会】＜平成１０年＞ 【第１６回大会】＜平成１８年＞

 優　勝（青梅新町ＳＣ）  優　勝（小平ウエストスター ）
 準優勝（陶鎔サッカー少年団）  準優勝（羽衣ＳＣ）
 第３位（秋津ＳＣ）  第３位（国分寺第五ＳＣ）
 第３位（暁星アストラジュニア）  第３位（田無富士見ＪＳＣ）



【第１７回大会】＜平成１９年＞ 【第　　回大会】＜平成　　年＞

 優　勝（立川九小ＦＣ）  優　勝（　　　　　　　　）
 準優勝（小平ＦＣウイングス）  準優勝（　　　　　　　　）
 第３位（小平九小ＦＣ）  第３位（　　　　　　　　）
 第３位（ＦＣ小平ウエストスターＡ）  第３位（　　　　　　　　）

【第１８回大会】＜平成２０年＞ 【第　　回大会】＜平成　　年＞

 優　勝（ＦＣ小平ウエストスターＡ）  優　勝（　　　　　　　　）
 準優勝（小平八小アベリアＦＣ）  準優勝（　　　　　　　　）
 第３位（鈴木ＳＣ）  第３位（　　　　　　　　）
 第３位（小平九小ＦＣ）  第３位（　　　　　　　　）

【第１９回大会】＜平成２１年＞ 【第　　回大会】＜平成　　年＞

 優　勝（ＫＳキッカーズ）  優　勝（　　　　　　　　）
 準優勝（小平ＦＣウイングス）  準優勝（　　　　　　　　）
 第３位（八小アベリア　ブラジル）  第３位（　　　　　　　　）
 第３位（ＦＣ小平ウエストスター）  第３位（　　　　　　　　）

【第２０回大会】＜平成２２年＞ 【第　　回大会】＜平成　　年＞

 優　勝（小平八小アベリア）  優　勝（　　　　　　　　）
 準優勝（梨花ＦＣ）  準優勝（　　　　　　　　）
 第３位（ＦＣドミーニＪｒ）  第３位（　　　　　　　　）
 第３位（ＪＦＣユントス）  第３位（　　　　　　　　）

【第２１回大会】＜平成２３年＞ 【第　　回大会】＜平成　　年＞

 優　勝（田無富士見ＪＳＣ）  優　勝（　　　　　　　　）
 準優勝（小平ＦＣウイングス）  準優勝（　　　　　　　　）
 第３位（小平八小アベリア）  第３位（　　　　　　　　）
 第３位（小平九小ＦＣ）  第３位（　　　　　　　　）

【第２２回大会】＜平成２４年＞ 【第　　回大会】＜平成　　年＞

 優　勝（小平八小アベリアＦＣ）  優　勝（　　　　　　　　）
 準優勝（田彦ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団）  準優勝（　　　　　　　　）
 第３位（田無富士見ＪＳＣ）  第３位（　　　　　　　　）
 第３位（青梅新町ＦＣ）  第３位（　　　　　　　　）

【第２３回大会】＜平成２５年＞ 【第　　回大会】＜平成　　年＞

 優　勝（田無富士見ＪＳＣ）  優　勝（　　　　　　　　）
 準優勝（立川九小サッカークラブ）  準優勝（　　　　　　　　）
 第３位（ＦＣジュベニール小平）  第３位（　　　　　　　　）
 第３位（花小金井ｼｭｰﾀｰｽﾞFC・ｸﾞﾘｰﾝ）  第３位（　　　　　　　　）

【第２４回大会】＜平成２６年＞ 【第　　回大会】＜平成　　年＞

 優　勝（ＢＳサッカークラブ）  優　勝（　　　　　　　　）
 準優勝（立川九小サッカークラブ）  準優勝（　　　　　　　　）
 第３位（調布イーグルス）  第３位（　　　　　　　　）
 第３位（ＯＰＪＦＣ）  第３位（　　　　　　　　）

小平招待少年サッカー大会の記録　（Ⅱ）


