
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

5月21日

5月31日

6月14日

6月21日

6月28日

7月5日

7月18日

7月19日

7月20日

7月25日

7月25日

7月26日

8月22日

8月29日

7月－8月

9月12日

9月22日

10月12日

10月12日

10月24日

10月25日

11月23日

12月19日

12月20日

12月27日

12月27日

月日

1月23日

1月23日

1月24日

1月24日

1月24日

2月21日

3月5日

3月5日

3月12日

3月26日

3月26日

4月3日

4月24日

5月4日

5月4日

5月8日

5月15日

5月28日

5月28日

6月18日

6月18日

6月25日

6月26日

7月16日

7月30日

8月21日

8月21日

8月21日

8月28日

8月28日

9月17日

9月22日

9月22日

10月29日

10月29日

10月30日

10月30日

11月13日

11月13日

11月27日

11月27日

12月11日

12月23日

12月24日

12月24日

月日

1月21日

1月21日

1月28日

1月28日

1月29日

1月29日

2月19日

2月19日

2月26日

2月26日

3月18日

3月18日

3月20日

3月26日

3月26日

4月15日

4月16日

4月29日

4月29日

4月30日

4月30日

5月5日

5月6日

5月6日

5月21日

5月28日

6月11日

6月24日

6月24日

6月25日

7月16日

7月29日

7月29日

7月30日

7月30日

8月12日

8月12日

9月23日

9月23日

9月24日

9月24日

10月28日

10月28日

10月29日

11月3日

11月3日

11月19日

11月19日

11月23日

11月25日

11月25日

12月23日

12月23日

12月24日

12月24日

12月28日

12月28日

12月29日

12月29日

月日

1月20日

1月20日

1月21日

1月21日

2月24日

2月24日

2月25日

2月25日

3月11日

3月11日

3月17日

3月31日

3月31日

4月1日

4月21日

4月21日

4月22日

4月22日

4月28日

5月3日

5月3日

5月26日

5月26日

5月27日

5月27日

6月3日

6月17日

6月23日

6月23日

6月24日

6月24日

7月15日

7月21日

7月28日

7月28日

7月29日

8月4日

8月19日

8月19日

8月26日

8月26日

9月22日

9月22日

9月23日

9月23日

9月24日

9月24日

郡山王冠ⅡU10 センアーノ神戸Ⅰ センアーノ神戸Ⅱ

郡山王冠U8 DCM　（ 石切東FC　

郡山王冠U9 アミティエ草津Ⅰ アミティエ草津Ⅱ

郡山王冠U12 チャクラネスト FCグリーンウェーブ

郡山王冠U10 YF　NARATESORO 西京極JSC　

桜花杯　U10 宝塚末広FC センアーノ神戸

桜花杯　U11 センアーノ神戸 長岡京SS

桜花杯　U9 長岡京SS-B 長岡京SS-W

桜花杯　U12 チャクラネスト 宇治巨椋ボンバーズ

曽爾杯Ⅱ　U12 大阪リスペクトFC チャクラネスト

ＣＮグランドチャンピオンシップ　Ｕ10 長岡京SS　（京都） センアーノ神戸

ＣＮグランドチャンピオンシップ　Ｕ8 長尾WFC (兵庫） FCオンセ

チャクラ卒業記念杯　U12 長尾WFC (兵庫） ガットサッカークラブ

曽爾杯　U12 チャクラネスト TSA　（大阪）

曽爾杯　U9 サルヴァジソウザ（大阪） TSA　（大阪）

ＣＮバレンタインカップ　Ｕ12 センアーノ神戸 FCオンせ

郡山金杯U11 チャクラネスト スクデットFC

郡山金杯U10 YF　NARATESORO　 長岡京SS

2018年　SBP大会結果一覧

大会名 優勝 準優勝

郡山金杯U12 スクデットFC センアーノ神戸

郡山金杯U9 YF　NARATESORO　 スクデットFC

菊花杯Ⅱ　U9 センアーノ神戸 センアーノ神戸

菊花杯Ⅱ　U11 シャーク大阪 チャクラネスト

師走杯　U12 鳥居松FC（愛知） チャクラネスト

CNサマーダッシュカップ　U12 シャーク大阪 ジオーレ大阪

CNサマーダッシュカップ　U11 チャクラネスト 松ヶ崎FC　（三重）

秋華杯　U11 TSA　（大阪） チャクラネスト

郡山王冠　U9 長尾WFC (兵庫） 石切東FC　（大阪）

郡山王冠　U12 AVANTI　KANSAI　FC　（大阪） 久御山バイソンズ（京都）

CNサマーダッシュカップ　U10 シャーク大阪 FC大阪Feliz

CNサマーダッシュカップ　U9 シャーク大阪 亀山SSS（滋賀）

向日葵杯　U12 伊丹池尻FC エスコリーニャ

桜花杯　U11Ⅱ 大阪リスペクトFC パスドゥーロ　(大阪)

桜花杯　U10 パスドゥーロ　(大阪) シャーク大阪

みなづき杯　U12 フォルテＦＣ　（大阪） 松ヶ崎FC（三重）

みなづき杯Ⅱ　U10 西京極JSC（京都） 六条FC

桜花杯　U12 チャクラネスト シャーク大阪

皐月杯　U11 チャクラネスト 富雄FC　（奈良）

尾鷲FC　（三重）一身田FC　（三重）皐月杯　U12

桜花杯　U9 シャーク大阪 ディアブロッサ大阪

CNグランドチャンピオンシップ　U10 シャーク大阪 AVANTI　KANSAI　（大阪）

CNグランドチャンピオンシップ　U9 シャーク大阪 チャクラネスト

桜花杯　U10 TSA（大阪） TSAⅡ（大阪）

桜花杯　U11 TSA（大阪） チャクラネスト

チャクラ卒業記念杯　U12 チャクラネスト 木津川台FC　（京都）

ＣＮバレンタインカップ　Ｕ11 シャーク大阪 松ヶ崎FC（三重）

ＣＮバレンタインカップ　Ｕ12 シャーク大阪 長尾FC　（大阪）

ＣＮバレンタインカップ　Ｕ9 宝塚末広FC（兵庫） 長尾WFC (兵庫）

ＣＮバレンタインカップ　Ｕ10 大阪リスペクトFC シャーク大阪

CNグランドチャンピオンシップ　U11 RED　BUZZ （愛知） センアーノ神戸  (兵庫）

CNグランドチャンピオンシップ　U9 TSA (大阪） ＴＳＡⅡ

郡山金杯U10 センアーノ神戸 センアーノ神戸Ⅱ

郡山金杯U10Ⅱ シャーク大阪 Ｌ-ユナイテッドスターズ大阪

郡山金杯U11 笠縫東ＳＳ（滋賀） シャーク大阪

郡山金杯U12 シャーク大阪 高倉ＪＦＣ　（大阪）

郡山金杯U9 笠縫東ＳＳ（滋賀） シャーク大阪

皐月杯　U12 フレンテＦＣ（大阪） チャクラネスト

皐月杯　U10 センアーノ神戸 チャクラネスト

皐月杯Ⅱ　U12 シャーク大阪 宇治翔ＦＣ　(京都)

皐月杯　U9 パスドゥーロ　(大阪) 六条ＦＣ（奈良）

皐月杯　U8 パスドゥーロ　(大阪) 宇山SC（大阪）

皐月杯Ⅱ　U10 パスドゥーロ　(大阪) センアーノ神戸

シャーク大阪　

桜花杯　U8 プリンスSSⅠ（大阪） ＴＳＡ　(大阪)

宇治翔ＦＣ　(京都)

生駒ＦＣ チャクラネスト

ＡＶＡＮＴＩ関西 チャクラネスト

プリンスＳＳ　(大阪) ＡＶＡＮＴＩ関西

チャクラネスト 深草ＳＣ（京都）

シャーク大阪　18P

富雄FC　(奈良） 矢田コンドル(奈良）

八尾大正　(大阪)

プリンスＳＳ　(大阪) 14P 

菊花杯　U12 飯野SC（三重） チャクラネスト

センアーノ神戸

八尾大正　(大阪)

チャクラネスト　(奈良)

チャクラネスト　(奈良)

2015年　SBP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）

チャクラネスト　(奈良） 淀川リスペクトＦＣ

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

ＴＳＡ　(大阪)

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

パルティーダ生駒　(奈良)

皐月杯　Ｕ8 長岡京ＳＳ　(京都) 宇山ＳＣ　(大阪)

長尾ＷＦＣ　(兵庫)

皐月杯　Ｕ10 ＹＦ奈良TESORO　(奈良)

CNグランドチャンピオンシップＵ11 八尾大正ＦＣ　(大阪)

桜花杯　Ｕ11 シャーク大阪　(大阪) 田辺ＳＡ

皐月杯　Ｕ12 バレンティア玉串　(大阪)

皐月杯　Ｕ11 長尾ＷＦＣ　(兵庫)

皐月杯　Ｕ9 シャーク大阪　(大阪)

長尾ＷＦＣ　(兵庫)

生駒ＦＣ　(奈良）

生駒ＦＣ　(奈良） チャクラネスト　(奈良)

プリンスＳＳ　(大阪)

向日葵杯　Ｕ12

京都田辺ＦＣ　（京都）

チャクラネスト　(奈良)

ＴＳＡ　(大阪)

みなづき杯　Ｕ10　① パルティーダ生駒　(奈良) チャクラネスト　(奈良)

みなづき杯　Ｕ10　② チャクラネスト　(奈良) センアーノ神戸　Ⅱ

向日葵杯　Ｕ9 プリンスＳＳ　(大阪)

CＮサマーダッシュカップ　Ｕ12

CＮサマーダッシュカップ　Ｕ10

CＮサマーダッシュカップ　Ｕ9

ファミリア　（三重）

長尾ＷＦＣ　(兵庫)

宇治翔ＦＣ　(京都)

プリンスＳＳ　(大阪)

CＮサマーダッシュカップ　Ｕ11

みなづき杯　Ｕ12

師走カップⅠU9 笠縫東SS　（滋賀） ルシールCF（岡山）

CNファイナルカップ　U10 大阪狭山ラポールFC ルシールCF（岡山）

2016年　SBP大会結果一覧

大会名 優勝 準優勝

宇治翔ＦＣ　（京都）

秋華杯Ⅱ　Ｕ12

ＳＨＩＮＫＯＵ　ＣＵＰ　Ｕ12

ＳＨＩＮＫＯＵ　ＣＵＰ　Ｕ11

ＣＮサマーシリーズ2015

向日葵杯　Ｕ10

郡山王冠Ⅱ　Ｕ12

秋華杯　Ｕ11

秋華杯　Ｕ10

秋華杯　Ｕ12

郡山王冠　Ｕ12

長岡京ＳＳ　(京都)

シャーク大阪　

郡山金杯U12 旭ヶ丘JSC（大阪） フレスカ神戸（兵庫）

郡山金杯U9 シャーク大阪 葛城當麻FC（奈良）

CNファイナルカップ　U9 チャクラネスト プリンスSS　（大阪）

CNファイナルカップⅡ　U11 淀川リスペクトＦＣ　（大阪） シャーク大阪

郡山金杯U11 シャーク大阪 チャクラネスト

郡山金杯U9Ⅱ プリンスSS（大阪） シャーク大阪

郡山金杯U11Ⅱ シャーク大阪 笠縫東（滋賀）

ＣＮバレンタインカップ　Ｕ8 プリンスSSⅠ（大阪） プリンスSSⅡ（大阪）

CNグランドチャンピオンシップＵ9 プリンスSS（大阪） チャクラネスト

CNグランドチャンピオンシップＵ11 シャーク大阪 進修SC（大阪）

桜花杯　U11 プリンスSSⅠ（大阪） チャクラネスト

CNグランドチャンピオンシップＵ10 長尾WFC (兵庫） チャクラネスト

CNグランドチャンピオンシップＵ8 ＴＳＡ　(大阪) プリンスSSⅡ（大阪）

CNグランドチャンピオンシップＵ9 ＴＳＡ　(大阪) プリンスSSⅡ（大阪）

みなずづき杯　U12 長岡京SS　（京都） 西京極JSC　（京都）

みなずづき杯　U9 ＴＳＡ　(大阪) プリンスSSⅡ（大阪）

みなずづき杯　U11 東淀川FC　（大阪） チャクラネスト　（奈良）

みなずづき杯Ⅱ　U9 長岡京SS　（京都） 加茂FC　（京都）

CＮサマーダッシュカップ　Ｕ11 進修SC（大阪） シャーク大阪

CＮサマーダッシュカップ　Ｕ10 チャクラネスト DIVAINスポーツクラブ（岐阜）

向日葵杯　U10 大阪リスペクトFC 富雄FC

向日葵杯　U9 プリンスSSⅠ（大阪） チャクラネスト

向日葵杯　U8 ディアブロッサ大阪 パルティーダ生駒

向日葵杯　U11 シャーク大阪 西京極JSC　（京都）

向日葵杯Ⅱ　U9 長岡京SS　（京都） パスドゥーロ　(大阪)

郡山王冠　U10 YF　NARATESORO　（奈良） チャクラネスト

秋華杯　U11 センアーノ神戸Ⅰ センアーノ神戸Ⅱ

秋華杯　U10 YF　NARATESORO　（奈良） IFCうりぼう上野95　（三重）

秋華杯　U9 長岡京SS　（京都） シャーク大阪

郡山王冠　U11 センアーノ神戸 松ヶ崎FC（三重）

郡山王冠　U9 プリンスSS　（大阪） センアーノ神戸

秋華杯　U12 シャーク大阪 フレンテFC　(大阪）

菊花杯　U9 長岡京SS　（京都） YF　NARATESORO　（奈良）

菊花杯　U11 センアーノ神戸 センアーノ神戸Ⅱ

菊花杯　U10 チャクラネスト センアーノ神戸

菊花杯　U8 DCM　（滋賀） ディアブロッサ大阪

師走杯　U10 大阪リスペクトFC チャクラネスト

師走杯　U9 TSA (大阪） ＴＳＡⅡ

師走杯Ⅱ　U9 長岡京ＳＳ　（京都） センアーノ神戸

師走杯　U10 YF　NARATESORO　（奈良） チャクラネスト

2017年　SBP大会結果一覧

大会名 優勝 準優勝

郡山金杯U8 パスドゥーロ　(大阪) フォルテＦＣ　（大阪）

郡山王冠　U10 TSA　（大阪） 石切東FC　（大阪）

秋華杯　U12 塚本ウイングス　（大阪） シャーク大阪

皐月杯　U10 TSA（大阪） TSAⅡ（大阪）

皐月杯　U9 ファミリア　（三重） 一身田FC（三重）

皐月杯　U10Ⅱ 長岡京SS　（京都） 久御山バイソンズ（京都）

みなづき杯　U11 京都田辺ＦＣ　（京都） センアーノ神戸

みなづき杯　U10 センアーノ神戸 六条FC

CNサマーダッシュカップⅡ　U10 FCヴェルメリオ　(大阪） 長岡京SS　（京都）

向日葵杯　U11 チャクラネスト センアーノ神戸

秋華杯　U9 TSA　（大阪） シャーク大阪

菊花杯　U8 TSA　（大阪） TSA　（大阪）

菊花杯　U11 ディアブロッサ高田 チャクラネスト

菊花杯　U10 矢田コンドル ロヴェスト神戸

菊花杯　U12 甲子園SC（兵庫） チャクラネスト

菊花杯　U9 長尾WFC (兵庫） YF　NARATESORO　（奈良）

郡山王冠　U11 TSA　（大阪） チャクラネスト

師走杯　U10 FCヴェルメリオ　(大阪） アミティエ草津

師走杯　U11 奈良YMCA アミティエ草津

師走杯　U9 ディアブロッサ大阪 アミティエ草津

ファイナルカップ　U11 宇山SC　(大阪） チャクラネスト

ファイナルカップ　U12 ディアブロッサ大阪 センアーノ神戸

ファイナルカップ　U10 TSA　（大阪） TSA　（大阪）

ファイナルカップⅡ　U12 ディアブロッサ大阪 太秦サッカー少年団

ＣＮバレンタインカップ　Ｕ10 スクデットFC 宇治巨椋ボンバーズ

ＣＮバレンタインカップ　Ｕ11 センアーノ神戸 センアーノ神戸Ⅱ

ＣＮバレンタインカップ　Ｕ9 ファミリア三重 アミティエ草津

桜花杯　U10 Ⅱ FCアロンザ愛知 太秦サッカー少年団

皐月杯　U12 TSA AVANTI東大阪

皐月杯　U10 TSA アミティエ草津

皐月杯　U10　Ⅱ 南港サウスマンFC 六条FC

皐月杯　U11 立成SSS CF.Encanto

皐月杯　U9 サルヴァジソウザ TSA

皐月杯　U12　Ⅱ アミティエ草津 センアーノ神戸

みなづき杯　U9 ダックマンスポーツクラブ センアーノ神戸

みなづき杯　U8 安満サッカークラブ センアーノ神戸

みなづき杯　U12 FCグラシオン エストラージャ

みなづき杯　U10 センアーノ神戸 センアーノ神戸Ⅱ

みなづき杯　U11 長岡京SS　 FC　鷹峯

みなづき杯　U9　Ⅱ 長岡京SS　 長岡京SS　Ⅱ

CNサマーダッシュカップ　U8 南港サウスマンFC 六条FC

CNサマーダッシュカップ　U9 FC　CANVAS 長岡京SS

CNサマーダッシュカップ　U11 FCグラシオン 宝塚末広FC

CNサマーダッシュカップⅡ　U9 ガットサッカークラブ FC　オンセ

CNサマーダッシュカップ　U12 長岡京SS　 長岡京SS　Ⅱ

向日葵杯U8 TSA 長尾WFC

向日葵杯U9 京都田辺FC ガットサッカークラブ

郡山王冠U11 センアーノ神戸 宝塚末広FC

向日葵杯U12 伊勢田SC FC　CANVAS

向日葵杯U10 FC　CANVAS RECCOS鈴鹿

向日葵杯U11 大阪リスペクトFC 宇治翔FC


