
第１回 流星杯 

主 催：大宮流星サッカースポーツ少年団 

協 賛：goleador、(有)トランスポートタガヤ 

特 別 協 力：ロク・フットボールクラブ 

期 日：平成２９年 ３月 ５日（日）、雨天中止 

会 場：田中電気グラウンド（〒338-0826 埼玉県さいたま市桜区大久保領家896） 

参 加 費：5,000円 

参 加 資 格：平成28年度における６年生以下の学年 

試 合 方 法：(1)１２チームを４ブロック（３チーム）に分け予選リーグを行う。 

 (2)試合時間は３０分（15－5－15）とし、勝点（勝ち３点、引き分け１点、負け０点） 

   により１位～３位を決定する。 

     同勝点で順位が決定しない場合は、下記に従い決定する。 

    ①勝点 ②得失点差 ③総得点数 ④当該チーム同士の対戦結果 

 (3)予選リーグで決定した順位別にトーナメント戦を行う。 

   ただし２位、３位パートは３位決定戦は行わない。 

 (4)順位決定戦で勝敗が決しない場合は、ペナルティマークからのキックにて順位を 

   決する（キッカー３人）。３人で決まらなければサドンデス方式で決する。 

競 技 規 則：８人制とし、４種リーグルールを適用する。 

 (1)１チーム６人以上８人以下の競技者によって行い競技者のうち１人はゴールキーパー 

   とする。 

 (2)退場者が出た場合は、交代要員の中から競技者を補充することができる。 

 (3)競技のフィールドは68ｍ×50ｍを基準、使用球は４号球（各チーム持寄り）とする。 

 (4)キックオフから直接得点することはできない。キックオフからのボールが直接相手 

   ゴールに入った場合は相手チームのゴールキックで再開する。 

選 手 交 代：自由な交代とし、交代ゾーンを使用する。 

 (1)主審の承認を得ることなく、ボールがインプレー中、アウトオブプレー中に関わらず 

   行うことができる。 

 (2)ゴールキーパーの交代は、ボールがアウトオブプレーの時に主審に通知し主審の承認 

  を得て行う。 

そ の 他：(1)本部を背にして右から、αコート、βコートとする。 

 (2)審判は２チームで担当し、審判服を着用する。（試合日程を参照） 

 (3)試合時間に遅れた場合は、0-3で不戦敗とする。 

注 意 事 項：(1)車は１チーム５台でお願いします。（応援の方は秋ヶ瀬公園へお願いします） 

 (2)喫煙は、決められた場所でお願いします。 

 (3)大会当日の朝、代表者協議を行い詳細を確認します。 

 (4)雨天の場合は、前日21:30までに各チームに連絡します。 

表 彰：１位パート 優勝 トロフィー 副賞、 準優勝 賞品 、３位 賞品 

      ２位パート 優勝 賞品、 準優勝 賞品 

      ３位パート 優勝 賞品 

大会ＭＶＰ 賞品 、優秀選手賞（各チーム１人） 賞品、 全員に参加賞 

※優勝トロフィーは持ち回りとするので、優勝チームは次大会出場権の獲得となります。 



参加チーム：

【エンブレム】 

又は【市章】
【団  体  名】 【所在地】 

1 花の木サッカースポーツ少年団 秩父市 

2 ＦＣ影森 秩父市 

3 杉戸サッカースポーツ少年団 杉戸町 

４ 芝南SC 川口市 

５ カワハラフットボールクラブ 静岡市 

６ 岩槻ＳＳＳ さいたま市 

７ 南中野ダックス さいたま市 

８ 常盤スポーツ少年団サッカー部 さいたま市 

９ 大宮早起きサッカースポーツ少年団 さいたま市 

1０ ロク・フットボールクラブ さいたま市 

1１ 大宮流星サッカースポーツ少年団 さいたま市 

     ※団体名の並びは順不同 

     ※カワハラフットボールクラブは２チーム登録

連 絡 先：大宮流星サッカースポーツ少年団 

事務局 090-9108-1740（渡辺） 、 総 務 090-8177-6641（長谷川） 



第１回　　流星杯

受付8:00～9:00

試合
時間

αコート βコート

組合せ 主審 副審 組合せ 主審 副審

① 8:40 常盤 vs 流星 影森 杉戸 ① 花の木 vs ロク ＳＳＳ 芝南

② 9:20 早起き vs 影森 流星 川原Ａ ② ダックス vs ＳＳＳ ロク 川原Ｂ

③ 10:00 川原Ａ vs 常盤 杉戸 早起き ③ 川原Ｂ vs 花の木 芝南 ダックス

④ 10:40 杉戸 vs 早起き 川原Ａ 常盤 ④ 芝南 vs ダックス 川原Ｂ 花の木

⑤ 11:20 流星 vs 川原Ａ 早起き 影森 ⑤ ロク vs 川原Ｂ ダックス ＳＳＳ

⑥ 12:00 影森 vs 杉戸 常盤 流星 ⑥ ＳＳＳ vs 芝南 花の木 ロク

⑦ 13:00
３位パート　1回戦

C組１位 D組１位 ⑦
３位パート　1回戦

A組１位 B組１位
A組３位 vs B組３位 C組３位 vs D組３位

⑧ 13:40
２位パート　1回戦

C組３位 D組３位 ⑧
２位パート　1回戦

A組３位 B組３位
A組２位 vs B組２位 C組２位 vs D組２位

⑨ 14:20
準決勝戦

C組２位 D組２位 ⑨
準決勝戦

A組２位 B組２位⑨ 14:20 C組２位 D組２位 ⑨ A組２位 B組２位
A組１位 vs B組１位 C組１位 vs D組１位

⑩ 15:00
２位パート決勝戦

⑦α敗者 ⑦β敗者 ⑩
３位パート決勝戦

⑧β敗者 ⑧α敗者
⑧α勝者 vs ⑧β勝者 ⑦α勝者 vs ⑦β勝者

⑪ 15:40
決勝戦

大宮流星審判部 ⑪
３位決定戦

⑩β敗者 ⑩α敗者
⑨α勝者 vs ⑨β勝者 ⑨α敗者 vs ⑨β敗者

16:20 閉会式（表彰、写真撮影）

Aリーグ 略称 Bリーグ 略称
常盤スポーツ少年団サッカー部 常盤 大宮早起きサッカースポーツ少年団 早起き

大宮流星サッカースポーツ少年団 流星 ＦＣ影森 影森
カワハラフットボールクラブ　Ａ 川原Ａ 杉戸サッカースポーツ少年団 杉戸

Cリーグ 略称 Dリーグ 略称
岩槻ＳＳＳ ＳＳＳ カワハラフットボールクラブ　Ｂ 川原Ｂ
芝南SC 芝南 花の木サッカースポーツ少年団 花の木

南中野ダックス ダックス ロク・フットボールクラブ ロク

【１位パート】 【２位パート】

【３位パート】【３位パート】

注意事項
・試合時間は30分（15-5-15）。
・試合開始10分前には集合してください。



・審判は、主審１名、副審２名で行います。チーム事情により、主審と副審を交代しても構いません。
・ベンチの並びは、コートに向かって表示通りになります。



Ａリーグ

常盤 流星 川原Ａ 勝点 得点 失点 得失点差 順位

常盤

流星

川原Ａ

Ｂリーグ

早起き 影森 杉戸 勝点 得点 失点 得失点差 順位

早起き

影森

杉戸

Ｃリーグ

ＳＳＳ 芝南 ダックス 勝点 得点 失点 得失点差 順位

ＳＳＳ

芝南

ダックス

Ｄリーグ

川原Ｂ 花の木 ロク 勝点 得点 失点 得失点差 順位

川原Ｂ

花の木

ロク

順位決定方法

①勝点（勝ち　３点、引き分け　１点、負け　０点）

②得失点差

③総得点数

④当該チーム同士の対戦結果

第１回　　流星杯　　勝敗表



会場地図その１ 

 田中電気グラウンド（〒338-0826 埼玉県さいたま市桜区大久保領家 896） 

アクセス（車） 

 関越自動車道から 

  ①所沢ＩＣを降りて、国道 463 号をさいたま市方面へ 

  ②荒川を越え、羽根倉橋（東）交差点を左折

 首都高速埼玉大宮線から 

  ①浦和南ＩＣを降りて、首都高下の国道 17号（新大宮バイパス）を北上 

  ②町屋交差点（左手に松屋が目印）を左折し、県道 57号線を道なりに進む 

  ③下大久保交差点を左折し国道 463 号に入り、一つ目の羽根倉橋（東）交差点を右折

アクセス（バス） 

 国際興業バス 志 03-3 志木駅東口行

南与野駅西口 7:33 発 ～ 10 分 ～ 下大久保 7:43 着 （片道 180 円） ～ 徒歩 11分 

 帰り  ふじ 10  北朝 02  南与 02 志 03-3  （←どれでも可） 南与野駅西口行

下大久保発  17 時台 15 分 35 分 39 分 57 分 

関越自動車道

所沢ＩＣ

首都高速埼玉大宮線

浦和南ＩＣ



会場地図その２ 

 田中電気グラウンド（〒338-0826 埼玉県さいたま市桜区大久保領家 896） 

 曲がるポイントで大宮流星の案内人が立っています。（およそ９時過ぎまで） 

 不安な場合はお声掛けください。 

下大久保

停留所



会場地図その３ 

 田中電気グラウンド 

駐車場について

・各チーム５台までとし、１台を除き堤防側の駐車場Ⅱへ車を駐車してください。 

 図の様に、３列に並べて駐車願います。 

・１台は荷物車および買い物用とし、駐車場Ⅰをご利用下さい。 

 但し、ボールが当たる可能性がありますのでご注意ください。 

・バスは駐車場Ⅱを越えた道路の会場側に停めて下さい。 

・応援の方は申し訳ありませんが、秋ヶ瀬公園駐車場の御利用をお願いします。 

 （会場地図その２を参照） 

・大会中に車を移動する予定のある場合も、原則秋ヶ瀬公園駐車場を御利用下さい。 

 駐車場Ⅱは出入り口が一つなので、出し入れは大会終了後まで出来ません。 

会場について 

・会場出入り口は駐車場Ⅰ側の１箇所のみです。 

・アップスペースを会場奥に設けてありますので、御利用下さい。 

・荷物等の置き場所は上記の緑色の箇所となります。 

 要項の参加チーム番号が、上記地図の番号と対応しております。 

 狭くて不便な場合は、大会本部にお申し出ください。 

・水道はありますが、飲用に適しておりませんのでご注意ください。 




