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主催　　豊田市サッカー協会・豊田市サッカー協会少年連盟
後援 　 （公財）豊田市体育協会・㈱名古屋グランパスエイト
　　　　  中日新聞社・ひまわりネットワーク㈱
協賛　　フライトスポーツ
期日　　
会場　　豊田市運動公園陸上競技場・豊田市運動公園球技場
           五ヶ丘運動広場・柳川瀬公園サッカー場

大　　会　　役　　員

大会会長 小山　正之

大会副会長 千賀　啓三

実行委員長 小柳　紀久夫

実行副委員長 木下　博嗣

競　技 小林　昌幸

会場責任 ２日目

運動公園陸上競技場  梅坪台 ・ 下　山

運動公園球技場 豊田東 ・ 豊　南
チーム成績による

五ヶ丘運動広場 ﾍﾟﾚﾆｱﾙ ・ 豊田北

柳川瀬公園 ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ ・ 朝日丘

プログラム 伊藤　収

記　録 萩原　修一

式典・表彰 小柳　紀久夫

審　判 近藤　満輝

式　　次　　第

『開　会　式』 運動公園陸上競技場他 『閉　会　式』 運動公園陸上競技場他

役員・選手整列 役員・選手整列

開会宣言 閉会の辞

優勝旗返還・・・グランパス三好 成績発表

サッカー協会会長挨拶 表彰式

来賓紹介 少年連盟委員長挨拶

審判長注意 閉会宣言

閉会の言葉

第23回ひまわり少年サッカー大会

2014年3月29日㈯～30日㈰

1日目

3月29日㈯　9:30～9:45 3月30日㈰　15:00～15:30

1． 1．

2． 2．

3． 3．

4． 4．

5． 5．

6． 6．

7． 選手宣誓・・・SFC梅坪台キャプテン　　　　　　

8．
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大　会　規　則
１．競技規則

　①

　②

　③

　④

　⑤ 雨天の場合も決行するが、万一変更の場合は当日会場にて本部より発表する。

　⑥

２．試合方法

　①

　② 順位トーナメントの引き分けはＰＫ（３名）によって、上位に進むチームを決める。

３．順　位

　① 勝ち３点、分け１点、負け０点とし、勝点の合計により順位を決定する。

　② 勝点が同じ場合は、得失点差の多いチームを上位とする。

　③ 得失点差が同じ場合は、総得点の多いチームを上位とする。

　④ 次に得失点差が同じでも、総失点の少ないチームを上位とする。

　⑤ ③④も同じ場合は当該チームの対戦の勝敗にて決定するが、引き分けの場合は抽選。

４．表　彰

　① 優勝チーム：優勝旗「中日・名古屋グランパスエイト旗」（持ち回り）

トロフィー・メダル（１６個）・表彰状

　② ２位チーム：トロフィー・メダル（１６個）・表彰状

　③ ３位チーム：トロフィー・メダル（１６個）・表彰状

　④ 敢 闘 賞 ：

　⑤

　⑥

　⑦

　⑧ 優秀選手：

　⑨ 参 加 賞：

５．参加規則

　① 選手は、スポーツ傷害保険に加入してあり健康で、且つ保護者の同意のあった者。

　② 参加チームは、原則として開会式・閉会式に参加すること。

　③ 参加登録料は、５，０００円／チームとする。

６．注意事項

　① 大会運営には、万全を期するようにするが、万一に備え救急用具等を持参ください。

　② 万が一のため、健康保険被保険証を持参ください。

　③ 試合中のケガについては、各チームで対処して頂くことを原則とする。

　④ 審判は、親善と普及の大会であり、指導者の方々のご協力をお願いします。

2013年度日本サッカー協会競技規則に準じる。

8人制のゲーム形式で3人制審判（主審・副審2名）で行なう。

１チーム16名の登録で、選手交替は自由な選手交替とする。

　　　（但し16名以上でもベンチ入りは可とする。）

試合時間は、1日目の予選リーグは　30分（15－5－15）で行ない

2日目の順位トーナメントは 45分（20－5－20）とする。

ユニフォームは色違い２着用意（GK含む）する。

32チームを８ブロックに分け、予選リーグ及び順位トーナメントで行う。

　[予選リーグ]

トロフィー（1位トーナメント敗者復活優勝チーム）

２位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ優勝:トロフィー

3位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ優勝:トロフィー

4位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ優勝:トロフィー

盾（32個）各チーム１名選出

各チーム　20名分
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【出場チーム】 会場担当

組 試　合　会　場 A B C D

Ⅰ 豊田市運動公園陸上競技場Ａ 高山ウイングス アイアン 藤　岡 梅坪台

Ⅱ 豊田市運動公園球技場Ａ ホワイトキッカーズ 富大附属 美　里 豊田東

Ⅲ 逢　妻 西高岡 ペレニアル

Ⅳ 犬山クラブ 蹴　力 若　園 エスペランサ

Ⅴ 名古屋グランパス三好 高　橋 下　山

Ⅵ ラピド鈴鹿 トヨタ

Ⅶ インテリオール 駒　場 豊田北

Ⅷ トキワＳＳＳ 竜　神 シルフィード 朝日丘

【参加チーム】

チーム名 代　　表 連　絡　先　住　所 TEL

1 富山大学附属 秋盛　勇   076-445-2803

2 高山ウイングス 赤野　智睦 0577-32-1772

3 野寺　正明 0584-89-7167

4 インテリオール 野村　淳一 058-214-6833

5 ホワイトキッカーズ 鬼頭　実　 0572-23-5747

6 蹴　　力 津島　三敏 090-3586-2228

7 ラピド鈴鹿 世古　和正 059-375-4800 

8 犬山クラブ 市川　豊　 0558-62-0714

9 鳥居　哲典 0569-82-5768

10 AFC - AGUI 田中　清高 0569-48-3747

11 トキワＳＳＳ 斉藤　孝泰 0564-28-8266 

12 大橋徹太郎 瀬戸市末広町２－１４ 090-3481-3099

13 名古屋グランパス三好 豊田　雅仁 0561-36-4455

14 アイアンリーガー 木下　博嗣 0565-48-2103

15 増岡　祐司 0565-33-3711

16 小林　昌幸 0565-34-3762

17 近藤　満輝 0565-35-8639

18 安藤　佳明 0565-52-3043

19 萩原　修一 0565-57-1983

20 佐藤　郁雄 0565-96-2399

21 シルフィード豊田 工藤　誠之 052-800-2020

22 溝江　秀雄 0565-80-1355

23 中本　健治 みよし市東山台４０番地１７ 0561-58-7904

24 鈴木　健一 0565-44-2090

25 山本　正二 0565-58-2432

26 杉本　寛文 0565-54-4537

27 柴田　昌宣 0565-57-1381

28 下地　正晃 0565-76-5122

29 山田　徹治 0565-76-7339

30 伊藤　収　 0565-27-2785

31 小柳紀久夫 090-2947-4995

32 若園ＳＣ 石川　明   0565-52-7631

　第23回　ひまわり杯　3月29日(土)～30日(日)
32チーム

五ヶ丘運動広場A FC養老

柳川瀬公園A

豊田市運動公園陸上競技場B 瀬戸SC

豊田市運動公園球技場B 河和JFC 豊南JFT

五ヶ丘運動広場B AFC　AGUI

柳川瀬公園B

富山県富山市五艘1300

岐阜県高山市岡本町3-220

FC養老 岐阜県養老郡養老町高田930-1

岐阜県岐阜市北柿ケ瀬6-2

岐阜県多治見市脇之島7-10-15

静岡県藤枝市下之郷258-1

三重県鈴鹿市平野町字葉山438-2

犬山市上坂町3-128　コーポ上坂103

河和JFC 知多郡美浜町河和北屋敷7

知多郡阿久比町椋岡字高田31-1

岡崎市朝日町3丁目25番

瀬戸FC

みよし市三好丘旭5-1-3

豊田市保見町井ノ向62-1

朝日丘FC 豊田市朝日ヶ丘2-41-1

逢妻SC 豊田市東新町3-34-12

SFC梅坪台 豊田市逢妻町3-33

豊田ｴｽﾍﾟﾗﾝｻSC 豊田市若林西町後口86-2

駒場SC 豊田市生駒町東山282-2

下山FC 豊田市大沼町新井前東56-12

名古屋市天白区植田本町1-1317

SC高橋 豊田市高上2-24-3

トヨタSSS

豊田北JFC　 豊田市平戸橋太戸1-8

SC豊田東　 豊田市松平志賀町マゴイチ9-2

豊田竜神FC　 豊田市本町高根23-10

西高岡FC 豊田市中田町高砂42-1

藤岡JFC 豊田市西中山町猿田70-87

ペレニアルSC 豊田市深見町常楽997-56

豊南JFT 豊田市明和町3-8

SC美里 豊田市京ヶ峰1-6-20　メゾン桑田206号

豊田市花園町屋敷135
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  会場：豊田市運動公園　陸上競技場　
Ⅰブロック 高　山 アイアン 藤　岡 梅坪台 勝 分 負 勝点 得点 失点 点差 順位

高　山

アイアン

藤　岡

梅坪台

Ⅴブロック ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ三好 高　橋 下　山 勝 分 負 勝点 得点 失点 点差 順位

ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ三好

高　橋

下　山

試合スケジュール

試合 試合時間 主審 主審

1 高　山 VS アイアン 高　橋 藤　岡 VS 梅坪台 下　山

2 ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ三好 VS 藤　岡 高　橋 VS 下　山 梅坪台

3 高　山 VS 藤　岡 ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ三好 アイアン VS 梅坪台

4 ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ三好 VS 高　橋 高　山 VS 下　山 アイアン

5 高　山 VS 梅坪台 下　山 アイアン VS 藤　岡 高　橋

6 ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ三好 VS 下　山 梅坪台 VS 高　橋 藤　岡

  会場：豊田市運動公園　球技場　
Ⅱブロック ホワイト 富大附属 美　里 豊田東 勝 分 負 勝点 得点 失点 点差 順位

ホワイト

富大附属

美　里

豊田東

Ⅵブロック 河　和 ラピド鈴鹿 トヨタ 豊　南 勝 分 負 勝点 得点 失点 点差 順位

河　和

ラピド鈴鹿

トヨタ

豊　南

試合スケジュール

試合 試合時間 主審 主審

1 ホワイト VS 富大附属 トヨタ 美　里 VS 豊田東 豊　南

2 河　和 VS ラピド鈴鹿 美　里 トヨタ VS 豊　南 豊田東

3 ホワイト VS 美　里 河　和 富大附属 VS 豊田東 ラピド鈴鹿

4 河　和 VS トヨタ ホワイト ラピド鈴鹿 VS 豊　南 富大附属

5 ホワイト VS 豊田東 豊　南 富大附属 VS 美　里 トヨタ

6 河　和 VS 豊　南 豊田東 ラピド鈴鹿 VS トヨタ 美　里

  第23回　ひまわり杯　3月29日(土)予選リーグ

瀬戸SC

瀬戸SC

Aコート Bコート

10:15～10:55

11:05～11:45 瀬戸SC

11:55～12:35 瀬戸SC

13:00～13:40 瀬戸SC

13:50～14:30

14:40～15:20 瀬戸SC

*副審は各チームから1名ずつ

Aコート Bコート

10:15～10:55

11:05～11:45

11:55～12:35

13:00～13:40

13:50～14:30

14:40～15:20

*副審は各チームから1名ずつ
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  会場：五ヶ丘運動広場
Ⅲブロック 養　老 逢　妻 西高岡 ﾍﾟﾚﾆｱﾙ 勝 分 負 勝点 得点 失点 点差 順位

養　老

逢　妻

西高岡

ﾍﾟﾚﾆｱﾙ

Ⅶブロック AGUI ｲﾝﾃﾘｵｰﾙ 駒　場 豊田北 勝 分 負 勝点 得点 失点 点差 順位

AGUI

ｲﾝﾃﾘｵｰﾙ

駒　場

豊田北

試合スケジュール

試合 試合時間 主審 主審

1 養　老 VS 逢　妻 駒　場 西高岡 VS ﾍﾟﾚﾆｱﾙ 豊田北

2 AGUI VS ｲﾝﾃﾘｵｰﾙ 西高岡 駒　場 VS 豊田北 ﾍﾟﾚﾆｱﾙ

3 養　老 VS 西高岡 AGUI 逢　妻 VS ﾍﾟﾚﾆｱﾙ ｲﾝﾃﾘｵｰﾙ

AGUI VS 駒　場 養　老 ｲﾝﾃﾘｵｰﾙ VS 豊田北 逢　妻

5 養　老 VS ﾍﾟﾚﾆｱﾙ 豊田北 逢　妻 VS 西高岡 駒　場

6 AGUI VS 豊田北 ﾍﾟﾚﾆｱﾙ ｲﾝﾃﾘｵｰﾙ VS 駒　場 西高岡

  会場：柳川瀬公園　
Ⅳブロック 犬　山 蹴　力 若　園 ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ 勝 分 負 勝点 得点 失点 点差 順位

犬　山

蹴　力

若　園

ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ

Ⅷブロック トキワ 竜　神 ｼﾙﾌｨｰﾄﾞ 朝日丘 勝 分 負 勝点 得点 失点 点差 順位

トキワ

竜　神

ｼﾙﾌｨｰﾄﾞ

朝日丘

試合スケジュール

試合 試合時間 主審 主審

1 犬　山 VS 蹴　力 ｼﾙﾌｨｰﾄﾞ 若　園 VS ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ 朝日丘

2 トキワ VS 竜　神 若　園 ｼﾙﾌｨｰﾄﾞ VS 朝日丘 ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ

3 犬　山 VS 若　園 トキワ 蹴　力 VS ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ 竜　神

4 トキワ VS ｼﾙﾌｨｰﾄﾞ 犬　山 竜　神 VS 朝日丘 蹴　力

5 犬　山 VS ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ 朝日丘 蹴　力 VS 若　園 ｼﾙﾌｨｰﾄﾞ

6 トキワ VS 朝日丘 ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ 竜　神 VS ｼﾙﾌｨｰﾄﾞ 若　園

Aコート Bコート

10:15～10:55

11:05～11:45

11:55～12:35

13:00～13:40

13:50～14:30

14:40～15:20

*副審は各チームから1名ずつ

Aコート Bコート

10:15～10:55

11:05～11:45

11:55～12:35

13:00～13:40

13:50～14:30

14:40～15:20

*副審は各チームから1名ずつ
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優　勝

A
A

14:00

12:50

A
A

14:00

12:50

  第23回　ひまわり杯　3月30日(日)　
【1位グループトーナメント】　　会場：豊田市運動公園　陸上競技場　

Ⅰ1位

A　9:30
Ⅱ1位

A　11:10 A　12:00
Ⅲ1位

B　9:30
Ⅳ1位

B　14:00
Ⅴ1位

B　12:50

A　10:20
Ⅵ1位

B　11:10 B　12:00
Ⅶ1位

B　10:20
Ⅷ1位

*第1試合は会場担当が主審　第2試合以降は各コートの勝チームが審判　　決勝戦は会場担当が主審

【2位グループトーナメント】　　会場：豊田市運動公園　球技場　
Ⅰ2位

A　9:30
Ⅱ2位

A　11:10 A　12:00
Ⅲ2位

2位
　優
勝

B　9:30
Ⅳ2位

B　14:00
Ⅴ2位

B　12:50

A　10:20
Ⅵ2位

B　11:10 B　12:00
Ⅶ2位

B　10:20
Ⅷ2位

*第1試合は会場担当が主審　第1試合以降は各コートの勝チームが審判　　決勝戦は会場担当が主審
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A
A

14:00

12:50

A
A

14:00

12:50

【3位グループ　トーナメント】　　会場：五ヶ丘グランド　
Ⅰ3位

A　9:30
Ⅱ3位

A　11:10 A　12:00
Ⅲ3位

3位
　優
勝

B　9:30
Ⅳ3位

B　14:00
Ⅴ3位

B　12:50

A　10:20
Ⅵ3位

B　11:10 B　12:00
Ⅶ3位

B　10:20
Ⅷ3位

*第1試合は会場担当が主審　第2試合以降は各コートの勝チームが審判　　決勝戦は会場担当が主審

【4位グループ　トーナメント】　　会場：柳川瀬グランド
Ⅰ4位

A　9:30
Ⅱ4位

A　11:10 A　12:00
Ⅲ4位

4位
　優
勝

B　9:30
Ⅳ4位

B　14:00
Ⅴ4位

B　12:50

A　10:20
Ⅵ4位

B　11:10 B　12:00
Ⅶ4位

B　10:20
Ⅷ4位

*第1試合は会場担当が主審　第2試合以降は各コートの勝チームが審判　　決勝戦は会場担当が主審
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豊田市サッカー協会

少年連盟

⑨

×

競技のフィールド

名　　称
サイズ

運動公園・五ケ丘運動広場 柳川瀬公園
天然芝 人工芝

① ゴール

② タッチライン

③ ゴールライン

④ ゴールエリア

⑤ ペナルティエリア

⑥ ペナルティマーク

⑦ ペナルティアーク

⑧ センターサークル

⑨ コーナーアーク

第23回ひまわり少年サッカー大会ピッチサイズ

①

５ｍ×２.1ｍ
６８m ８０m
４８m ５０m

４ｍ×４ｍ ×２面

１２ｍ×１２ｍ
８m
７m
７m
０.85m

⑧

④
④

⑤

③

⑥

②

⑦

⑤
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