
1.　日程 平成27年6月14日－28日

2.　会場 大和郡山市西池グラウンド6/20

大和郡山市立治道小学校Ｇ6/14・21・28

3.　対象 Ｕ-12.Ｕ-11.Ｕ-10.Ｕ-9

　2015年

  　第1回 みなづき杯 　



    Sports Believe Party
　　　スポーツ信行の会

ご挨拶

主　　　催 スポーツ信行の会 主　　　管 チャクラネスト

後　　　援 ＮＰＯ法人大和ふれあいスポーツクラブ

日　　　程 Ｕ12：6月14日（日）、Ｕ9・Ｕ11：20日(土)、Ｕ10：21日(日)、 Ｕ10：28日（日）

場　　　所 6月20日　郡山市西池グラウンド〔住所：奈良県大和郡山市北西町48-1〕
6月14日・21日・28日　大和郡山市治道小学校天然芝グラウンド　
〔住所：奈良県大和郡山市横田町254〕

名　　　称 第1回 みなづき杯 2015

表　　　彰 優勝・準優勝チームにトロフィー授与　

競　　　技 ①平成27年度　日本サッカー協会の「サッカー競技規則」による。
②8人制で行い、選手の交代については「自由な交代」とする。
③トーナメント戦（同点時は即サドンデスＰＫ）、又はリーグ戦後順位決定戦
④試合時間　Ｕ9（12分－2分－12分）、Ｕ10.11.12（15-2-15）
⑤コート　70×48　少年用ゴール
⑥進行都合上、試合終了の際のセレモニー・挨拶及びベンチ挨拶は無し
⑦開会式閉会式は行いません。１人審判制。審判服指定なし

参 加 費 1学年1チーム  5,000円 （当日、本部にてお支払いください。）

注意事項 ①小学校内・敷地内全面禁煙です保護者及び関係者に徹底して連絡してくださいませ。
(校内に駐車中の車内も禁煙です) 体育館付近は進入禁止です。
②お車の駐車可能台数、6月20日・21日は各1学年1チーム4台以内【厳守】
6月14日・28日は1チーム6台以内【厳守】　
マイクロバス駐車可(2チーム参加のチームは、20日21日計8台、14日28日は計12台)
近鉄筒井駅前にパーキング有り
③当施設は8時45分開門です。施設及び駐車場へは8時45分以降に入場し、
早く到着して開門待ちをしないようにしてください。
*施設内以外は駐車厳禁です
西池グラウンド9時まで入口側駐車場は駐停車禁止です。
第1試合第2試合目のチームは南側駐車場(奥側)へまわってください。
④雨天中止。7時までに決定し連絡。市の仕組上8時30分に判断される場合もあり。
⑤大会中におきた事故・事件及びトラブルについては、一切の責任を負わない。
駐車場での事故、ボールによる車等の破損についても主催者は責任を負わない
⑥治道小学校グラウンドは芝生養生の関係でスパイクは使用頂けません。
⑦学校遊具は使用禁止です。
遊具の上建物の上からのビデを撮影などもご遠慮ください

大会運営問合せ先 村井　　　　080-1474-6293 muraicn@yahoo.co.jp

大会要項

拝啓、　貴チームにおかれましては、ますますご発展のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただ
き、厚く御礼申し上げます。この度、当クラブ主催大会にご参加いただき誠にありがとうございます。各チームの選手交
流の場に、またチーム強化に利用していただければと思います。スタッフ一同、参加される全チーム・全選手が気持ち
良くサッカーに打ち込める環境を作れるよう努力したいと思いますので何卒宜しく御願い申し上げます。また行き届かぬ
点、多々あるかと存じますが何卒ご容赦下さいますようお願い申し上げます。　敬具
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チャクラ 生駒 長岡京 勝点 勝 負 分 得点 失点 得失差 順位

*

*

*

葛城當麻 ＦＣレガントス シャーク大阪 勝点 勝 負 分 得点 失点 得失差 順位

*

*

*

▼15分ハーフ　(15-3-15)　治道小学校天然芝グラウンド　（養生関係でスパイク不可）

① 9:20

② 10:00

③ 10:40

④ 11:20

⑤ 12:00

⑥ 12:40

⑦ 13:20

⑧ 14:00

⑨ 14:40

⑩ 15:20

⑪ 16:00

16:40 　 　　

優勝

※進行の都合上、試合終了の際のセレモニー・挨拶及びベンチ挨拶は行わない。
※時間通り進行できるよう・試合後のベンチ入替り・審判準備等のご協力お願い致します。
※各試合後半の主審の方は、試合終了後、本部まで結果報告ください。

【奈良】：チャクラ、生駒、當麻　【大阪】：レガントス、シャーク大阪　【京都】：長岡京ＳＳ

3位決 ⑧負 前半:左 後半:右

前半:左 後半:右⑧勝 決勝 ⑧勝

ＦＣレガントス大阪 VS シャーク大阪 前半:左 後半:右

前半:左 後半:右

ＦＣレガントス大阪 前半:左 後半:右

VS Ｂ3位 前半:左 後半:右

前半:左 後半:右

VS 葛城當麻ＦＣ 前半:左 後半:右

Ａ2
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Ａリーグ

チャクラ

生駒

長岡京

Ｂリーグ

葛城當麻

ＦＣレガントス

審判

前半:左 後半:右

Ａ3位

前半:左 後半:右

葛城當麻ＦＣ VS

　　　　⑧ Ｂ３位

シャーク大阪

時間 対戦

生駒ＦＣ VS 長岡京ＳＳ

チャクラネスト VS 生駒ＦＣ

チャクラネスト VS 長岡京ＳＳ

⑦負

シャーク大阪

Ｂ1

Ａ1位 VS Ｂ2位 前半:左 後半:右

Ａ2位 VS Ｂ1位

Ａ1位

　　　　⑦

Ａ3位

Ｂ２位

⑪
　　⑩ ⑨



          ⑫

   　  ⑥        ⑧
  　     ⑪

    　　①      　　②           ③            ④

　富雄 　プリンスＳＳ 　センアーノ 　田辺ＳＡ 　　チャクラⅠ 　　　宇山 　チャクラⅡ 　笠縫東

          ⑨
   　　⑤        ⑦

       　⑩

▼Ｂコート(田んぼ側・奥）　12分ハーフ　(12-2-12)　西池グラウンド

① 9:40

② 10:15

③ 10:50

④ 11:25

⑤ 12:00

⑥ 12:35

⑦ 13:10

⑧ 13:45

⑨ 14:20

⑩ 14:55

⑪ 15:30

⑫ 16:05

16:40

※進行の都合上、試合終了の際のセレモニー・挨拶及びベンチ挨拶は行わない。
※時間通り進行できるよう・試合後のベンチ入替り・審判準備等のご協力お願い致します。
※前半主審の方はハーフタイムに審判カードを後半の方に渡してください。
※後半の主審の方は、前半の方から審判カードを受取り試合終了後、本部まで結果報告ください。
【奈良】：チャクラネスト、富雄
【大阪】：プリンス、田辺ＳＡ、宇山ＳＣ　　【兵庫】：センアーノ神戸　　【滋賀】：笠縫東ＳＳ

⑥勝 決勝 ⑧勝 前半:左 後半:右

⑤勝 VS ⑦勝 前半:左 後半:右

⑥負 3位決定戦 ⑧負 前半:左 後半:右

③勝 VS ④勝 前半:左 後半:右

⑤負 VS ⑦負 前半:左 後半:右

①勝 VS ②勝 前半:左 後半:右

③負 VS ④負 前半:左 後半:右

チャクラネストⅡ VS 笠縫東ＳＳ 前半:左 後半:右

　①負 VS ②負 前半:左 後半:右

センアーノ神戸 VS 田辺ＳＡ 前半:左 後半:右

チャクラネストⅠ VS 宇山ＳＣ 前半:左 後半:右

富雄ＦＣ VS プリンスＳＳ 前半:左 後半:右
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優勝

時間 対戦 審判



當麻 田辺ＳＡ センアーノ 勝点 勝 負 分 得点 失点 得失差 順位

*

*

*

レガントス ジベルティード 笠縫東 勝点 勝 負 分 得点 失点 得失差 順位

*

*

*

▼Ａコート(出入口門側・トイレ側・手前)　15分ハーフ　(15-2-15)　西池Ｇ

① 9:20

② 10:00

③ 10:40

④ 11:20

⑤ 12:00

⑥ 12:40

⑦ 13:20

⑧ 14:00

⑨ 14:40

⑩ 15:20

⑪ 16:00

16:40 　 　　

優勝

※進行の都合上、試合終了の際のセレモニー・挨拶及びベンチ挨拶は行わない。
※時間通り進行できるよう・試合後のベンチ入替り・審判準備等のご協力お願い致します。
※前半主審の方はハーフタイムに審判カードを後半の方に渡してください。
※後半の主審の方は、前半の方から審判カードを受取り試合終了後、本部まで結果報告ください。

【奈良】：當麻　【大阪】：田辺ＳＡ、ジベルティード、ＦＣレガントス大阪　　【兵庫】：センアーノ神戸　　【滋賀】：笠縫東ＳＳ

センアーノ
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Ａリーグ

當麻

田辺ＳＡ

ＦＣレガントス大阪 VS ジベルティード 前半:左 後半:右

Ｂリーグ

レガントス

ジベルティード

笠縫東

時間 対戦 審判

葛城當麻ＦＣ VS 田辺ＳＡ 前半:左 後半:右

葛城當麻ＦＣ VS センアーノ神戸 前半:左 後半:右

ＦＣレガントス大阪 VS 笠縫東ＳＳ 前半:左 後半:右

田辺ＳＡ VS センアーノ神戸 前半:左 後半:右

ジベルティード VS 笠縫東ＳＳ 前半:左 後半:右

Ａ1位 VS Ｂ2位 前半:左 後半:右

Ａ2位 VS Ｂ1位 前半:左 後半:右

Ａ3位 VS Ｂ3位 前半:左 後半:右

⑦負 3位決 ⑧負 前半:左 後半:右

決勝 ⑧勝 前半:左 後半:右

　　　　⑦

Ａ3位

⑪
　　⑩ ⑨

　　　　⑧ Ｂ３位

Ａ1位

Ｂ２位

Ａ2位

Ｂ1位

⑧勝



　　　　　　①6月21日

          ⑫

   　  ⑥        ⑧
  　     ⑪

    　　①      　　②           ③            ④

チャクラ 淀川リスペクト 　　六条 バレンティア 　　プリンス パルティーダ 　　伝法 　うりぼう

          ⑨
   　　⑤        ⑦

       　⑩

▼12分ハーフ　(12-2-12)　治道小学校天然芝グラウンド　（養生関係でスパイク不可）

① 9:45

② 10:20

③ 10:55

④ 11:30

⑤ 12:05

⑥ 12:40

⑦ 13:15

⑧ 13:50

⑨ 14:25

⑩ 15:00

⑪ 15:35

⑫ 16:10

16:45

※進行の都合上、試合終了の際のセレモニー・挨拶及びベンチ挨拶は行わない。
※時間通り進行できるよう・試合後のベンチ入替り・審判準備等のご協力お願い致します。
※前半主審の方はハーフタイムに審判カードを後半の方に渡してください。
※後半の主審の方は、前半の方から審判カードを受取り試合終了後、本部まで結果報告ください。
【奈良】：チャクラネスト、六条、パルティーダ生駒
【大阪】：淀川リスペクト、プリンス、バレンティア玉串、伝法ＦＣ　　【三重】：うりぼう上野

チャクラネスト VS 淀川リスペクト 前半:左 後半:右
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優勝

時間 対戦 審判

六条ＦＣ VS バレンティア玉串ＦＣ 前半:左 後半:右

プリンスＳＳ VS パルティーダ生駒 前半:左 後半:右

伝法ＦＣ VS ＩＦＣうりぼう上野95 前半:左 後半:右

　①負 VS ②負 前半:左 後半:右

①勝 VS ②勝 前半:左 後半:右

③負 VS ④負 前半:左 後半:右

③勝 VS ④勝 前半:左 後半:右

⑤負 VS ⑦負 前半:左 後半:右

⑤勝 VS ⑦勝 前半:左 後半:右

⑥負 3位決定戦 ⑧負 前半:左 後半:右

⑥勝 決勝 ⑧勝 前半:左 後半:右



　　　　②6月28日
チャクラ 當麻 センアーノＡ 勝点 勝 負 分 得点 失点 得失差 順位

*

*

*

長岡京 センアーノＢ 笠縫東 勝点 勝 負 分 得点 失点 得失差 順位

*

*

*

▼15分ハーフ　(15-3-15)　治道小学校天然芝グラウンド　（養生関係でスパイク不可）

① 9:20

② 10:00

③ 10:40

④ 11:20

⑤ 12:00

⑥ 12:40

⑦ 13:20

⑧ 14:00

⑨ 14:40

⑩ 15:20

⑪ 16:00

16:40 　 　　

優勝

※進行の都合上、試合終了の際のセレモニー・挨拶及びベンチ挨拶は行わない。
※時間通り進行できるよう・試合後のベンチ入替り・審判準備等のご協力お願い致します。
※前半主審の方はハーフタイムに審判カードを後半の方に渡してください。
※後半の主審の方は、前半の方から審判カードを受取り試合終了後、本部まで結果報告ください。

【奈良】：チャクラ、當麻　　【京都】：長岡京ＳＳ　　【兵庫】：センアーノ　　【滋賀】：笠縫東
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Ａリーグ

チャクラ

當麻

センアーノＡ

　　　　　　　　U-10　　　　　

センアーノＢ VS 長岡京ＳＳ 前半:左 後半:右

Ｂリーグ

長岡京

センアーノＢ

笠縫東

時間 対戦 審判

チャクラネスト VS 葛城當麻ＦＣ 前半:左 後半:右

チャクラネスト VS センアーノＡ 前半:左 後半:右

長岡京ＳＳ VS 笠縫東ＳＳ 前半:左 後半:右

葛城當麻ＦＣ VS センアーノＡ 前半:左 後半:右

センアーノＢ VS 笠縫東ＳＳ 前半:左 後半:右

Ａ1位 VS Ｂ2位 前半:左 後半:右

Ａ2位 VS Ｂ1位 前半:左 後半:右

Ａ3位 VS Ｂ3位 前半:左 後半:右

⑦負 3位決 ⑧負 前半:左 後半:右

決勝 ⑧勝 前半:左 後半:右

　　　　⑦

Ａ3位

⑪
　　⑩ ⑨

　　　　⑧ Ｂ３位

Ａ1位

Ｂ２位

Ａ2位

Ｂ1位

⑧勝



月日

1月18日

1月18日

2月1日

2月1日

2月1日

3月28日

3月28日

4月18日

4月25日

5月3日

5月3日

5月6日

月日

1月13日

1月13日

1月13日

1月13日

2月11日

2月11日

3月21日

4月6日

4月6日

6月1日

7月12日

7月12日

7月19日

7月19日

7月26日

7月－8月

9月15日

10月12日

11月8日

11月24日

11月24日

12月20日

12月20日

六条ＦＣ　(奈良)

チャクラネスト　(奈良） 淀川リスペクトＦＣ

チャクラネスト　(奈良)

ＹＦ奈良TESORO　(奈良)

生駒ＦＣ　(奈良)

準優勝

センアーノ神戸　(兵庫)

優勝

シャーク大阪　(大阪)

長尾ＷＦＣ　(兵庫)

チャクラネスト　(奈良)

菊花杯　Ｕ9 ＹＦ奈良TESORO　(奈良) シャーク大阪　(大阪)　

桜花杯　Ｕ11 シャーク大阪　(大阪) 田辺ＳＡ

菊花杯　Ｕ11 八尾大正Ａ　(大阪) うりぼう上野　(三重)

郡山王冠　Ｕ10 フォルテＦＣ　　(大阪) 八尾大正ＦＣ　(大阪)

秋華杯　Ｕ9 プリンスＳＳ　(大阪) 塚原サンクラブ　(大阪)

チャクラネスト　　(奈良)

ピュアチャイルドＳＣ

ピュアチャイルドＳＣ

AVANTI S-ACT　(大阪)

真弓ＳＣ　(奈良)

レガントスＦＣ　(大阪)

FC TIAMO

チャクラネスト　(奈良)

多田東ＳＳＣ　(兵庫)

2015年　SBP CUP  大会結果一覧

ＳＳクリエイト　(大阪) プリンスＳＳ　(大阪)ＣＮバレンタインカップ　Ｕ8

チャクラネスト　(奈良）CNグランドチャンピオンシップＵ10

ＣＮバレンタインカップ　Ｕ9 シャーク大阪　(大阪) ＡＣアスロン　（兵庫)

ＦＣ淀川　(大阪)

大会名 優勝 準優勝

郡山金杯　Ｕ9 チャクラネスト　(奈良） 八尾大正　（大阪）

CNグランドチャンピオンシップＵ11 八尾大正ＦＣ　(大阪)

郡山金杯　Ｕ10　 ＹＦ　ＮＡＲＡＴＥＳＯＲＯ(奈良） 宝塚末広ＦＣ　（兵庫）

ＣＮバレンタインカップ　Ｕ10

パスドゥーロ　(大阪)

桜花杯　Ｕ12 パスドゥーロ　(大阪) レガントス大阪

郡山金杯　Ｕ9　（旧郡山城杯）

ピュアチャイルドＳＣ　(大阪)

センアーノ神戸　(兵庫)

郡山金杯　Ｕ7　（旧郡山城杯）

郡山金杯　Ｕ8　（旧郡山城杯）

プリンスＳＳ　(大阪)

大会名

皐月杯　Ｕ9 長尾ＷＦＣ　(兵庫)

皐月杯　Ｕ10 ＹＦ奈良TESORO　(奈良)

皐月杯　Ｕ12 バレンティア玉串　(大阪)

2014年　SBP CUP 大会結果一覧

チャクラネスト　(奈良)

プリンスＳＳ　(大阪)

チャクラネスト　(奈良) センアーノ神戸　(兵庫)

プリンスＳＳ　(大阪) 富田林常盤ＦＣ　(大阪)

ゴレイロＦＣ　(奈良) 有岡ＦＣ　(兵庫)

センアーノ神戸　(兵庫)

センアーノ神戸　(兵庫)

プリンスＳＳ　(大阪)

ＹＦ奈良TESORO　(奈良)

宇治翔ＦＣ　(京都) バレンティア玉串　(大阪)

菊花杯　Ｕ10 フォルテＦＣ　　(大阪) 淀川リスペクトＦＣ　(大阪)

師走カップ U9 中止 中止

師走カップ U10 中止 中止

ＣＮバレンタインカップ　Ｕ12

郡山金杯　Ｕ10　（旧郡山城杯）

ＣＮバレンタインカップ　Ｕ9

生駒ＦＣ　(奈良)

ＣＮサマーシリーズ2014

桜花杯　Ｕ10　（旧ＣＨＡKRA CUP）

桜花杯　Ｕ11　（旧ＣＨＡKRA CUP）

皐月杯　Ｕ11

CNグランドチャンピオンシップＵ9

CＮサマーダッシュカップ　Ｕ10

CＮサマーダッシュカップ　Ｕ9

CＮサマーダッシュカップ　Ｕ12

CＮサマーダッシュカップ　Ｕ11

CＮサマーダッシュカップ　Ｕ8



　一般駐車場　
　出入口

※第1試合目のチームは南側駐車場を使用。
※第2試合目のチームは南側駐車場又は西駐車場スペース
※第3試合目チームは西側駐車スペース又は北側駐車場。※第4試合目チームは北側駐車場。

　　

※第1.2試合目のチームは第1駐車場
※第3.4試合目のチームは砂利駐車場を使用してください(自販の横の砂利東側駐車場です)

西池グラウンド・治道小学校　駐車場・会場案内

北側駐車場 

第3試合・第4試合目のチーム

南側駐車場 

第1試合・第2試合目のチーム駐車場 

西駐車スペース 

第2試合・第3試合目の

チーム駐車場 

西池グラウンド 

治道小学校 

砂利駐車場 

バス駐車場 

第1駐車場 

バス駐車場 バス駐車場 これより先 

立ち入り禁止 

トイレ 
    本部 
 

    コート 

駐車禁止 


