
１）  名     称 第２０回（社）大分県建設業協会会長杯争奪少年サッカー大会

２）  主     催 大分市サッカー協会　

３）  主     管 大分市サッカー協会，大分市サッカー協会ジュニア委員会，大分市サッカースポーツ少年団

４）  協     賛 （社）大分県建設業協会

５）  期     日 2011（平成23）年10月22, 23日（土・日）

６）  会     場 22日（土）～明野東小学校，明野西小学校，鶴崎河川敷グラウンド，大在小学校，川添小学校

　　　　　　　　明治北小学校，田尻小学校

23日（日）～明野東小学校，明野西小学校，大在小学校，大在西小学校，鶴崎小学校

　　　　　　　　明治北小学校

７）  参加資格 ①平成23年度日本サッカー協会に加盟登録（第４種）したチームであること。

②平成11年４月２日以降に生まれた選手で構成されたチームであること。

③スポーツ傷害保険に必ず加入していること。

④マナーを守った応援や会場の準備・片付け等，大会運営に協力できるチームであること。

８）  試合方法 ①本大会は１１人制で行う。

②大会初日は，８パートによる予選リーグ戦を行う。２日目は各パート１位のみ決勝トーナメントを

　行い優勝，準優勝，第３位を決定する。（第４位には敢闘賞を授与する。）　２位以下のチームは，

　順位を基本に予め組み分けされた日程に従い，交流試合を行う。

③大会初日の試合時間は，４チームパートは４０分，５チームパートは３０分とする。

　いずれも延長戦は行わない。順位の決定は下記の通りとする。

　　Ⅰ 勝ち点（勝ち３，分け１，負け０）    Ⅱ 得失点差    Ⅲ 得点    Ⅳ 当該チームの戦績

　　Ⅰ～Ⅳの方法でも順位が決しない場合はＰＫ戦を行う。

　大会２日目の試合時間は，決勝トーナメント，交流試合ともに４０分とする。

　　決勝トーナメント（各パート１位）において，勝敗の決しない場合はＰＫ方式により次回戦の

　　出場を決定する。ただし，準決勝からは１０分の延長戦を行い，それでもなお勝敗が決しない

　　場合には，ＰＫ戦を行い，決勝進出および優勝チームを決定する。

④選手の交替は，あらかじめ登録された選手であれば自由に交替できる。

⑤試合球は，４号ボールとし，各チームの持ち寄りとする。

⑥競技規則は，平成23年度日本サッカー協会競技規則（１１人制）による。

⑦競技場の大きさは，縦８０ｍ，横５０ｍを目安とする。ｾﾝﾀｰｻｰｸﾙ半径（ＦＫ）７ｍ，ｺﾞｰﾙｴﾘｱ４ｍ，

　ﾍﾟﾅﾙﾃｨｴﾘｱ1２ｍ，ﾍﾟﾅﾙﾃｨﾏｰｸ８mとし，少年用ゴールを使用する。

⑧大会期間中，２回（累計）の警告，または退場を宣告された選手は次回戦に出場できない。

⑨大会中，主審の判断で「飲水タイム」を取ることもある。

⑩雷雨等荒天の場合は，試合の中断他，時間短縮，大会の中止等，臨機応変に対応する。

⑪相互審判３人制とする。各チームとも必ず帯同審判員を有すること。

　主審は４級以上の有資格者とし，副審は中学生以上でも可能とする。

９）  参加方法 ①参加の申し込みは，監督１名，選手２０名まで。選手の変更は，開幕日の３日前までとする。

②申込先　　別紙参加申込書に必要事項を記入の上，下記宛て送付のこと。

Ｅ－ｍａｉｌ　　ofa.jr.oita@gmail.com

③締め切り 参加申込書・参加料を   ９月３０日（金）必着とする。

第２０回（社）大分県建設業協会会長杯争奪少年サッカー記念大会実施要項



④参加料 ６，０００円

⑤振りこみ先 大分銀行　本店　普　５９６１４７　

衛藤　俊明（エトウ　トシアキ）　※必ずチーム名で振り込むこと。

⑥抽選は大会本部にて厳正に行う。

組合せの発表，諸連絡などはメールにて各チームへ送付するので，必ず

目を通し，確認しておくこと。

10）  その他 ①ユニホームは，正・副全て異色のものを用意し，いずれも背番号は選手本人と一致すること。

②出場選手の保護者の承諾は，必ず取り付けておくこと。

③参加のための経費は，各チームで負担すること。

④応援のマナーや会場の準備・片付け・清掃等の大会運営について，積極的に協力すること。

　マナーの悪いチームについては，大会本部の判断により大会の参加資格を取り消すことがある。

⑤各会場における駐車場，および会場周辺の通行におけるマナーの励行を徹底すること。

　・駐車場における場所取りは絶対に行わないこと。

　・駐車場内では，徐行運転の徹底など安全運転に努めること。

　・会場周辺では，路上駐車など，周辺住民の迷惑になる行為を絶対に行わないこと。

　・各会場にて，駐車場の整理係が居る場合には，その指示に必ず従うこと。

　・各会場とも駐車の際には，駐車票（許可証ではない）をダッシュボード上に提示し，所属チーム

　名をはっきりと明示すること。

　・駐車票の使用枚数について，会場によっては駐車台数の制限もある。

　・駐車場のトラブルについて，大会本部はその責任を一切負わない。

　・駐車場に関する苦情への対応などにより，大会本部役員が大会本来の業務に従事できず，

　大会の運営に支障をきたす等，７）参加資格④に反する事象が見られた場合には，該当チーム

　に厳重の注意を行うと共に，10）④記載の通り，参加資格そのものを取り消す場合もあることを，

　十分に承知しておくこと。



日時

会場 明野東小学校 明野西小学校 明治北小学校 川添小学校 大在小学校 田尻小学校

パート Ａパート Ｂパート Ｃパート Ｄパート Ｅパート Fパート Gパート Hパート

1 ライズ 寒田 城南荏隈 鶴崎 別保 日岡 吉野 鴛野

2 八幡 桃園
ドリーム
キッズ

アティオス 明治北 東陽 大在 田尻

3 明野東 明野西 大道 由布川 金池長浜 ブルーウイング
トリニー
タ

ジュニア

住吉

4 挾間 カティオーラ 春日 明治 ＨＯＹＯ 湯布院 滝尾下郡 庄内

5 キングス タートルズ

第２０回大分県建設業協会会長杯争奪少年サッカー記念大会　組み合わせ（３４チーム）

１０月２２日（土）

鶴崎河川敷グラウンド



チーム名 結果 チーム名 主審 チーム名 チーム名 主審 A B

① 9:30 ライズ - 八幡 キングス 明野東 挾間 寒田 - 桃園 タートルズ 明野西 カティオーラ ライズ 寒田

② 10:10 明野東 - 挾間 八幡 キングス ライズ 明野西 - カティオーラ 桃園 タートルズ 寒田 八幡 桃園

③ 10:50 キングス - ライズ 挾間 八幡 明野東 タートルズ - 寒田 カティオーラ 桃園 明野西 明野東 明野西

④ 11:30 八幡 - 明野東 ライズ 挾間 キングス 桃園 - 明野西 寒田 カティオーラ タートルズ 挾間 カティオーラ

⑤ 12:10 挾間 - キングス 明野東 ライズ 八幡 カティオーラ - タートルズ 明野西 寒田 桃園 キングス タートルズ

⑥ 12:50 ライズ - 明野東 キングス 八幡 挾間 寒田 - 明野西 タートルズ 桃園 カティオーラ

⑦ 13:30 八幡 - 挾間 ライズ キングス 明野東 桃園 - カティオーラ 寒田 タートルズ 明野西

⑧ 14:10 キングス - 明野東 八幡 ライズ 挾間 タートルズ - 明野西 桃園 寒田 カティオーラ

⑨ 14:50 ライズ - 挾間 明野東 八幡 キングス 寒田 - カティオーラ 明野西 桃園 タートルズ

⑩ 15:30 八幡 - キングス 挾間 ライズ 明野東 桃園 - タートルズ カティオーラ 寒田 明野西

Bパート（寒田・桃園・明野西・カティオーラ・タートルズ)

Aパート（ライズ・八幡・明野東・挾間・キングス)

明野東・明野西小学校グラウンド

１０月２２日（土）　　※１５分ハーフ（ハーフタイム５分）

片付け

設営

副審 副審

会場・及び会場周辺の清掃を全チームで行う

第20回大分県建設業協会会長杯争奪少年サッカー記念大会　予選リーグ日程

会場・及び会場周辺の清掃を全チームで行う

８：３０より全チームで行う ８：３０より全チームで行う

会場 明野東小学校グラウンド 明野西小学校グラウンド

責任者 後藤（明野東）・東一騎（本部） 福元（明野西）・川端（タートルズ）



チーム名 結果 チーム名 主審 チーム名 チーム名 主審 C D

① 10:00 城南荏隈 - ドリームキッズ 春日 春日 大道 鶴崎 - アティオス 明治 明治 由布川 城南荏隈 鶴崎

② 10:50 大道 - 春日 ドリームキッズ ドリームキッズ 城南荏隈 由布川 - 明治 アティオス アティオス 鶴崎 ドリームキッズ アティオス

③ 12:00 城南荏隈 - 春日 大道 大道 ドリームキッズ 鶴崎 - 明治 由布川 由布川 アティオス 大道 由布川

④ 12:50 ドリームキッズ - 大道 城南荏隈 城南荏隈 春日 アティオス - 由布川 鶴崎 鶴崎 明治 春日 明治

⑤ 14:00 城南荏隈 - 大道 ドリームキッズ ドリームキッズ 春日 鶴崎 - 由布川 アティオス アティオス 明治

⑥ 14:50 ドリームキッズ - 春日 大道 大道 城南荏隈 アティオス - 明治 由布川 由布川 鶴崎

設営

副審 副審

９：００より全チームで行う ９：００より全チームで行う

片付け 会場・及び会場周辺の清掃を全チームで行う 会場・及び会場周辺の清掃を全チームで行う

会場 上流側 下流側（橋側）

責任者 衛藤（本部）・酒井（ドリームキッズ） 足立（アティオス）・山本（本部）

開会式を９：３０分より行うので，全チーム参加のこと

第20回大分県建設業協会会長杯争奪少年サッカー記念大会　予選リーグ日程

１０月２２日（土）　　※２０分ハーフ（ハーフタイム５分）

鶴崎河川敷グラウンド

Cパート（城南荏隈・ドリームキッズ・大道・春日)

Dパート（鶴崎・アティオス・由布川・明治)



チーム名 結果 チーム名 主審 チーム名 チーム名 主審 E F

① 10:00 別保 - 明治北 HOYO HOYO 金池長浜 日岡 - 東陽 湯布院 湯布院 ブルーウイング 別保 日岡

② 10:50 金池長浜 - HOYO 明治北 明治北 別保 ブルーウイング - 湯布院 東陽 東陽 日岡 明治北 東陽

③ 12:00 別保 - HOYO 金池長浜 金池長浜 明治北 日岡 - 湯布院 ブルーウイング ブルーウイング 東陽 金池長浜 ブルーウイング

④ 12:50 明治北 - 金池長浜 別保 別保 HOYO 東陽 - ブルーウイング 日岡 日岡 湯布院 HOYO 湯布院

⑤ 14:00 別保 - 金池長浜 明治北 明治北 HOYO 日岡 - ブルーウイング 東陽 東陽 湯布院

⑥ 14:50 明治北 - HOYO 金池長浜 金池長浜 別保 東陽 - 湯布院 ブルーウイング ブルーウイング 日岡

会場・及び会場周辺の清掃を全チームで行う 会場・及び会場周辺の清掃を全チームで行う

責任者 廣戸（明治北）・津守（金池長浜） 佐藤（東陽）・渡辺（日岡）

設営

副審 副審

９：００より全チームで行う ９：００より全チームで行う

片付け

Fパート（日岡・東陽・ブルーウイング・湯布院)

第20回大分県建設業協会会長杯争奪少年サッカー記念大会　予選リーグ日程

１０月２２日（土）　　※２０分ハーフ（ハーフタイム５分）

明治北・川添小学校グラウンド

Eパート（別保・明治北・金池長浜・HOYO)

会場 明治北小学校グラウンド 川添小学校グラウンド



チーム名 結果 チーム名 主審 チーム名 チーム名 主審 G H

① 10:00 吉野 - 大在 滝尾下郡 滝尾下郡 トリニータジュニア 鴛野 - 田尻 庄内 庄内 住吉 吉野 鴛野

② 10:50 トリニータジュニア - 滝尾下郡 大在 大在 吉野 住吉 - 庄内 田尻 田尻 鴛野 大在 田尻

③ 12:00 吉野 - 滝尾下郡 トリニータジュニア トリニータジュニア 大在 鴛野 - 庄内 住吉 住吉 田尻 トリニータジュニア 住吉

④ 12:50 大在 - トリニータジュニア 吉野 吉野 滝尾下郡 田尻 - 住吉 鴛野 鴛野 庄内 滝尾下郡 庄内

⑤ 14:00 吉野 - トリニータジュニア 大在 大在 滝尾下郡 鴛野 - 住吉 田尻 田尻 庄内

⑥ 14:50 大在 - 滝尾下郡 トリニータジュニア トリニータジュニア 吉野 田尻 - 庄内 住吉 住吉 鴛野

設営

片付け

１０月２２日（土）　　※２０分ハーフ（ハーフタイム５分）

大在小学校・田尻小学校グラウンド

Gパート（吉野・大在・トリニータジュニア・滝尾下郡)

会場・及び会場周辺の清掃を全チームで行う

副審副審

会場・及び会場周辺の清掃を全チームで行う

第20回大分県建設業協会会長杯争奪少年サッカー記念大会　予選リーグ日程

Hパート（鴛野・田尻・住吉・庄内)

田尻小学校グラウンド

関（田尻）・上野（鴛野）

９：００より全チームで行う

会場

責任者

大在小学校グラウンド

和田・牧（大在）

９：００より全チームで行う



□

□ ① □

9:00～9:45

③ 　□ ④ □

10:50～11:35 　　　□ 11:40～12:25 □

② ④の敗者

□ 9:50～10:35 □

□

⑤３位決定戦（明野西） ⑥決勝戦 （明野東）

14:00～14:45 14:00～14:45

□

□ ① □

9:00～9:45 ④の敗者

③ 　□ ④ □

10:50～11:35 　　　□ 11:40～12:25 □

②

□ 9:50～10:35 □

□

優
勝

Fパート１位

Gパート１位

Hパート１位

Eパート１位

Bパート１位

〔10月23日（日）決勝トーナメントの日程〕

Aパート１位明
野
東
小
学
校
グ
ラ
ウ
ン
ド

明
野
西
小
学
校
グ
ラ
ウ
ン
ド

Cパート１位

Dパート１位



明野東グラウンド

主審

① A1 B1 本部

② C1 D1 ①の勝者

③ A1・B1の敗者 C1・D１の敗者 ②の勝者

④ A1・B1の勝者 C1・D１の勝者 ③の勝者

⑤ 明野東④の勝者 明野西④の勝者 本部

明野西グラウンド

主審

① E１ F１ 本部

② G1 H1 ①の勝者

③ E1・F1の敗者 G1・H１の敗者 ②の勝者

④ E1・F1の勝者 G1・H１の勝者 ③の勝者

⑤ 明野東④の敗者 明野西④の敗者 本部

　設営８：００〜　会場設営，片付けは全チームで行う 副審

-

　　１１：４０～１２：２５

〔10月23日（日）決勝トーナメントの日程〕

-

　　１０：５０～１１：３５

-

-

- ①の勝者・本部

-

副審

本部

　設営８：００〜　会場設営，片付けは全チームで行う

　　１４：００～１４：４５　３決 本部

　　　９：５０～１０：３５ ①の敗者・本部

　　１１：４０～１２：２５ ③の敗者・本部

-

-

①の勝者・本部

-

-

　　　９：００～　９：４５ Ｃ・Ｄ

　　　９：５０～１０：３５

　　　９：００～　９：４５ G・H

　　１４：００～１４：４５　決勝

　　１０：５０～１１：３５

①の敗者・本部

③の敗者・本部



チーム名 チーム名 主審 チーム名 チーム名 主審 ① ②

① 9:30 A２ - B２ C２ A３ B３ D２ - E２ F２ D３ E３ A２ D２

② 10:30 C２ - A３ B２ C３ A２ F２ - D３ E２ F３ D２ B２ E２

③ 11:30 B３ - C３ A２ C２ B２ E３ - F３ D２ F２ E２ C２ F２

④ 12:30 A２ - C２ B３ C３ A３ D２ - F２ E３ F３ D３ A３ D３

⑤ 13:30 B２ - C３ A３ B３ A２ E２ - F３ D３ E３ D２ B３ E３

⑥ 14:30 A３ - B３ C３ B２ C２ D３ - E３ F３ E２ F２ C３ F３

（D２・E２・F２・D３・E３・F３)

第20回大分県建設業協会会長杯争奪少年サッカー記念 交流リーグ日程①

１0月23日（日）　　※20分ハーフ（ハーフタイム５分）

明治北小学校グラウンド

（A２・B２・C２・A３・B３・C３)

金池小学校グラウンド

副審 副審

会場 金池（長浜）小学校グラウンド

責任者 佐々木（金池）

明治北小学校グラウンド

廣戸（明治北）

設営 ８：３０より全チームで行う

片付け 会場・及び会場周辺の清掃を全チームで行う

８：３０より全チームで行う

会場・及び会場周辺の清掃を全チームで行う



チーム名 チーム名 主審 チーム名 チーム名 主審 ① ②

① 9:30 G２ - H２ G３ G３ H３ A４ - C４ B４ B４ D４ G２ A４

② 10:30 G３ - H３ G２ G２ H２ B４ - D４ A４ A４ C４ G３ B４

③ 11:30 G２ - H３ H２ H２ H２ A４ - D４ C４ C４ C４ H２ C４

④ 12:30 G３ - H２ H３ H３ H３ B４ - C４ D４ D４ D４ H３ D４

⑤ 13:30 G２ - G３ H２ H２ H３ A４ - B４ C４ C４ D４

⑥ 14:30 H２ - H３ G３ G３ G２ C４ - D４ B４ B４ A４

会場・及び会場周辺の清掃を全チームで行う 会場・及び会場周辺の清掃を全チームで行う

副審 副審

片付け

大在西小学校グラウンド　

第20回大分県建設業協会会長杯争奪少年サッカー記念 交流リーグ日程②

１0月23日（日）　　※20分ハーフ（ハーフタイム５分）

（G２・H２・G３・H３)

鶴崎小学校グラウンド

（A４・B４・C４・D４)

会場 大在西小学校グラウンド 鶴崎小学校グラウンド

責任者 山本（本部） 山根（鶴崎）・東（本部）

設営 ８：３０より全チームで行う ８：３０より全チームで行う



チーム名 チーム名 主審 ①

① 9:30 E４ - F４ G４ H４ A５ E４

② 10:30 G４ - H４ F４ B５ E４ F４

③ 11:30 A５ - B５ E４ G４ F４ G４

④ 12:30 E４ - G４ A５ B５ H４ H４

⑤ 13:30 F４ - B５ H４ A５ E４ A５

⑥ 14:30 H４ - A５ B５ F４ G４ B５

片付け 会場・及び会場周辺の清掃を全チームで行う

副審

責任者 ・

設営 和田（大在）

大在小学校グラウンド　

（E４・F４・G４・H４・A５・B５)

会場 大在小学校グラウンド

第20回大分県建設業協会会長杯争奪少年サッカー記念 交流リーグ日程③

１0月23日（日）　　※20分ハーフ（ハーフタイム５分）


