
第84回
わんぱく大会・夏の陣

開催日：平成30年7月22日

会 場：坂戸市民総合運動公園 第2多目的グラウンド

主 催：高階イレブンス

協 力：坂戸ＦＣ



『第84回わんぱく大会夏の陣』実施要項

1 開催日

2 会場 坂戸市民総合運動公園　第2多目的グラウンド

3 参加資格 スポーツ傷害保険に加入の4年生以下で編成されたチームであること。

4 参加費 6,000円

5 試合形式 ①8人制

②最新の８人制ルールによる（自由な交替）。

③トーナメント方式・２部トーナメント

④同点の場合はPK戦にて勝敗を決定する（３人制）。

⑤２試合目敗退チームを優先し、フレンドリーマッチを実施する。

6 試合時間 ①20分　5分　20分

7 審判 各チーム帯同の指導者で行う。審判服を着用する。

8 ﾕﾆﾌｫｰﾑ 正・副を用意し、同色の場合は主審の指示に従う。

9 開閉会式 ①開会式は行わない。試合開始時刻・審判割当てに間に合うように準備して下さい。

②全日程終了後に、全チーム参加にて表彰式・閉会式を行う。

10 表彰 ①チーム表彰（優勝）（準優勝）第3位2チーム）（敢闘賞）（努力賞）

②個人表彰（優秀選手各チーム1名）（最優秀選手）

11 駐車場 車での来場は各チーム5台以内とし、なるべくチーム集合し連なって来場して下さい。

誘導員の指示に従い、駐車後はチーム名を標示して下さい。

12 その他 ①大会中のケガ等については、各チームにて対処して下さい。

②天候不良等による中止連絡は、当日6時00分までに各チームの責任者に連絡します。

③気候により試合途中に給水をもうけるが時計は止めない。

平成30年7月22日



ＮＯ 時間

フレンドリー使用

　14:00 -

　14:30 -

　15:00 -

試合時間20分　5分　20分
同点の場合はPK戦（３人制）にて勝敗を決定する(特設ゴールに移動）

A7負・B7負 本部・本部

A7勝 - B7勝 B6勝 - C6勝

C5負・A6負 A5負・B5負

C5勝 - A6勝 A5勝 - B5勝

B4勝 - C4勝

本部・本部 A5勝・B5勝 B4負・C4負

A3負 - B3負 C3勝 - A4勝

B2負 - C2負

A3負・B3負 C3勝・A4勝 B4勝・C4勝

B3勝

A1負・B1負 C1負・A2負 B2負・C2負

A1負 - B1負 C1負 - A2負

Å2勝 B2勝 - C2勝 Å3勝 -

大宮大成 - 府中3FC

瑞穂三小SC みどりが丘FC - 東久留米ｷｯｶｰｽﾞ 鶴ヶ島ｻｻﾞﾝｷｯｶｰｽﾞ -

アズマ・瑞穂三小 みどりが丘・東久留米 鶴ヶ島・豊島少年

14:00

14:50

坂戸FC -

アズマFC -

C1勝 -

Ａ1勝 - B1勝

C1勝・A2勝 B2勝・C2勝 本部・本部

豊島少年SC

栗橋南・化成小 大宮大成・府中3 Ａ1勝・B1勝

栗橋南ｳｲﾝｸﾞｽ - 化成小SC

Ａ面 B面 C面

- -松林少年SC 上尾大石

7

8

9:00

9:50

10:40

11:30

12:20

13:10

1

2

3

4

5

6

大和北FC 高階ｲﾚﾌﾞﾝｽ はむら少年SC



３位

敢闘賞 優勝
努力賞 準優勝

３位
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14
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5

á8

ｂ2

C2

á3

ｂ3

アズマﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ

府中3FC

みどりが丘FCｽﾎﾟｰﾂ少年団

東久留米ｷｯｶｰｽﾞ

鶴ヶ島サザンキッカーズ

豊島少年ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ
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7

8

9

10

C4

ｂ6

C6

ｂ8

ｂ7

á7

C3

á4

ｂ4

á5

ｂ5

C5

á6

FC栗橋南ｳｲﾝｸﾞｽ

化成小ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ

大宮大成ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団

á1

ｂ1

C1

á2

瑞穂三小ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ

高階ｲﾚﾌﾞﾝｽ

坂戸FC

松林少年ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ

上尾大石ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団

大和北FC

はむら少年ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ



 目指せ100回
（歴代優勝チーム）
第  1回 川越市 FC古谷ｻｯｶｰ少年団 第51回 さいたま市 大宮大成ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団
第  2回 町田市 忠生FC 第52回 鶴ヶ島市 鶴ヶ島ｻｻﾞﾝｷｯｶｰｽﾞ
第  3回 東松山市 新明SC 第53回 練馬区 練馬FC
第  4回 東松山市 新宿ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 第54回 青梅市 青梅新町FC
第  5回 東松山市 新宿ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 第55回 三郷市 南郷FC
第  6回 さいたま市 大宮上小SC 第56回 朝霞市 アズマFC
第  7回 坂戸市 千代田FC 第57回 狭山市 レアル狭山FC
第  8回 川越市 高階ｲﾚﾌﾞﾝｽ 第58回 鶴ヶ島市 鶴ヶ島ｻｻﾞﾝｷｯｶｰｽﾞ
第　9回 ふじみ野市 上福岡少年少女SC 第59回 東久留米市 東久留米ｷｯｶｰｽﾞ
第10回 桶川市 桶川ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 第60回 練馬区 練馬FC
第11回 春日部市 幸松ｻｯｶｰ少年団 第61回 東大和市 大和北FC
第12回 春日部市 幸松ｻｯｶｰ少年団 第62回 東久留米市 東久留米ｷｯｶｰｽﾞ
第13回 千代田区 暁星ｴﾄﾜｰﾙ 第63回 東大和市 大和北FC
第14回 ふじみ野市 上福岡少年少女SC 第64回 東久留米市 東久留米ｷｯｶｰｽﾞ
第15回 春日部市 幸松ｻｯｶｰ少年団 第65回 東久留米市 東久留米ｷｯｶｰｽﾞ
第16回 青梅市 青梅2FC 第66回 川口市 東川口FCＪｒ
第17回 ふじみ野市 上福岡少年少女SC 第67回 西多摩郡瑞穂町 瑞穂三小SC
第18回 青梅市 青梅新町FC 第68回 西多摩郡瑞穂町 瑞穂三小SC
第19回 上尾市 西上尾ｷｯｶｰｽﾞ 第69回 西多摩郡瑞穂町 瑞穂三小SC
第20回 ふじみ野市 上福岡少年少女SC 第70回 坂戸市 北坂戸SC
第21回 川越市 川越福原SC 第71回 さいたま市 大宮大成ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団
第22回 ふじみ野市 上福岡少年少女SC 第72回 坂戸市 北坂戸SC
第23回 青梅市 青梅2FC 第73回 朝霞市 アズマFC
第24回 ふじみ野市 上福岡少年少女SC 第74回 さいたま市 大宮大成ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団
第25回 ふじみ野市 上福岡少年少女SC 第75回 鶴ヶ島市 鶴ヶ島ｻｻﾞﾝｷｯｶｰｽﾞ
第26回 ふじみ野市 上福岡少年少女SC 第76回 川口市 東川口FCＪｒ
第27回 北本市 北本ｷｯｶｰｽﾞｻｯｶｰ少年団 第77回 西多摩郡瑞穂町 瑞穂三小SC
第28回 青梅市 青梅新町FC 第78回 西多摩郡瑞穂町 瑞穂三小SC
第29回 狭山市 狭山水富FC 第79回 青梅市 青梅新町FC
第30回 狭山市 狭山水富FC 第80回 練馬区 サウスユーベFC
第31回 青梅市 青梅新町FC 第81回 青梅市 青梅新町FC
第32回 春日部市 ストームSC 第82回 昭島市 FC多摩川ｼﾞｭﾆｱ
第33回 青梅市 青梅新町FC 第83回 西多摩郡瑞穂町 瑞穂三小SC
第34回 北本市 北本東SC 第84回
第35回 青梅市 青梅新町FC 第85回
第36回 青梅市 青梅4SC 第86回
第37回 青梅市 若草FC 第87回
第38回 ふじみ野市 上福岡少年少女SC 第88回
第39回 八王子市 陶鎔元八FC 第89回
第40回 所沢市 柳瀬ﾚｯﾄﾞﾛｰｽﾞＪｒ 第90回
第41回 所沢市 柳瀬ﾚｯﾄﾞﾛｰｽﾞＪｒ 第91回
第42回 東松山市 新宿ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 第92回
第43回 青梅市 青梅新町FC 第93回
第44回 北本市 北本ｷｯｶｰｽﾞｻｯｶｰ少年団 第94回
第45回 北本市 北本ｷｯｶｰｽﾞｻｯｶｰ少年団 第95回
第46回 北本市 北本東SC 第96回
第47回 八王子市 陶鎔元八FC 第97回
第48回 八王子市 陶鎔元八FC 第98回
第49回 川口市 東川口FCＪｒ 第99回
第50回 ふじみ野市 上福岡少年少女SC 第100回


