
    

第第第第３３３３1111 回回回回 ニューイヤーセブンカップサッカーニューイヤーセブンカップサッカーニューイヤーセブンカップサッカーニューイヤーセブンカップサッカー大会大会大会大会    

  

「選手「選手「選手「選手皆さんのご健闘を祈ります」皆さんのご健闘を祈ります」皆さんのご健闘を祈ります」皆さんのご健闘を祈ります」 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         大会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 

                                      QR ｺｰﾄﾞ 

 

 

 

  

 

    

大会開催日大会開催日大会開催日大会開催日         

                        Ｕ１２クラスＵ１２クラスＵ１２クラスＵ１２クラス            ２０２２０２２０２２０２３３３３年１月年１月年１月年１月２１２１２１２１日日日日((((土）２土）２土）２土）２９９９９日（日（日（日（日日日日））））    

            Ｕ１１Ｕ１１Ｕ１１Ｕ１１以下以下以下以下クラスクラスクラスクラス    ２０２２０２２０２２０２３３３３年１月年１月年１月年１月２２２２８８８８日日日日    ((((土土土土) ) ) ) ２２２２９９９９日日日日((((日日日日)))) 

                        Ｕ８Ｕ８Ｕ８Ｕ８    クラスクラスクラスクラス            ２０２３年１月２１日（土）２２日（日）２０２３年１月２１日（土）２２日（日）２０２３年１月２１日（土）２２日（日）２０２３年１月２１日（土）２２日（日）    

 

主主主主            催催催催        （（（（株）セブン株）セブン株）セブン株）セブン・・・・ＮＰＯ法人サウス宇都宮スポーツクラブＮＰＯ法人サウス宇都宮スポーツクラブＮＰＯ法人サウス宇都宮スポーツクラブＮＰＯ法人サウス宇都宮スポーツクラブ     

 

後後後後            援援援援        毎日新聞社宇都宮支局毎日新聞社宇都宮支局毎日新聞社宇都宮支局毎日新聞社宇都宮支局 

 

協協協協            賛賛賛賛        マルタケスポーツマルタケスポーツマルタケスポーツマルタケスポーツ・・・・モルテン・アンブロ・大塚製薬モルテン・アンブロ・大塚製薬モルテン・アンブロ・大塚製薬モルテン・アンブロ・大塚製薬    

                            シャイントラストシャイントラストシャイントラストシャイントラスト((((株株株株))))    

 

主主主主            管管管管        セブンカップサッカー大会実行委員会セブンカップサッカー大会実行委員会セブンカップサッカー大会実行委員会セブンカップサッカー大会実行委員会    

                        （ＮＰＯ法人サウス宇都宮スポーツクラブ）（ＮＰＯ法人サウス宇都宮スポーツクラブ）（ＮＰＯ法人サウス宇都宮スポーツクラブ）（ＮＰＯ法人サウス宇都宮スポーツクラブ）    

 

協協協協            力力力力        宇都宮宇都宮宇都宮宇都宮少年サッカー少年サッカー少年サッカー少年サッカー南部南部南部南部アカデミーアカデミーアカデミーアカデミー 

                            宇都宮市少年サッカー連盟審判委員会宇都宮市少年サッカー連盟審判委員会宇都宮市少年サッカー連盟審判委員会宇都宮市少年サッカー連盟審判委員会 

                            ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人法人法人法人サウス宇都宮スポーツクラブサウス宇都宮スポーツクラブサウス宇都宮スポーツクラブサウス宇都宮スポーツクラブ保護者会保護者会保護者会保護者会    
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ごごごご    ああああ    いいいい    ささささ    つつつつ 

 

                        ニューイヤーセブンカップサッカーニューイヤーセブンカップサッカーニューイヤーセブンカップサッカーニューイヤーセブンカップサッカー大会大会大会大会    

大会大会大会大会会長会長会長会長    植植植植    松松松松    文文文文    夫夫夫夫    

    

大会スローガン大会スローガン大会スローガン大会スローガン  

 主役は選手『子供達』です主役は選手『子供達』です主役は選手『子供達』です主役は選手『子供達』です....    

    

 新春のお祝いを申し上げます。 

第３１回ニューイヤーセブンカップサッカー大会が開催出来ることを主催者と致しまして大変

嬉しく思います。これもひとえにスポンサーはじめ、チーム指導者・ボランティア・関係各位皆様

のご協力の賜物と感謝致しております。 

今回もコロナ禍感染等にて皆さんも困惑している事と思いますが、大会開催にあたり関係者

皆様のご支援ご協力により開催することになりました。まだコロナ感染傾向ですが参加チーム

皆様の予防のご協力をお願い致します。寒い中での大会開催となり選手及びチーム関係者及

び保護者の皆様にはご不便をおかけしますが、サッカーが出来ることに感謝を忘れず、コロナ

に負けない選手達に熱い応援をお願いします。 

そしてサッカーを通じて人間力を高め、友情・絆・そして夢を大きく持ち育んで欲しいと思いま

す。いつの日か日本代表になる選手が出て活躍することを期待しております。 

選手皆さんのご検討を願っております。 

    

主催者代表主催者代表主催者代表主催者代表    小口小口小口小口    晁晁晁晁    様様様様よりよりよりより選手諸君へ選手諸君へ選手諸君へ選手諸君へ 

    

・・・・夢と希望を持って感謝を忘れずに日々を大切に逞しく頑張ろう。夢と希望を持って感謝を忘れずに日々を大切に逞しく頑張ろう。夢と希望を持って感謝を忘れずに日々を大切に逞しく頑張ろう。夢と希望を持って感謝を忘れずに日々を大切に逞しく頑張ろう。        

・・・・サッカーサッカーサッカーサッカーはははは面白い面白い面白い面白い。そして。そして。そして。そして楽しい楽しい楽しい楽しい。。。。    

・・・・楽しい楽しい楽しい楽しいことことことことは好きになるは好きになるは好きになるは好きになる。。。。好きにな好きにな好きにな好きになってってってって進んで練習進んで練習進んで練習進んで練習しようしようしようしよう。。。。    

・・・・練習練習練習練習をしてをしてをしてをして上手く上手く上手く上手くななななろうろうろうろう。。。。    

    

Ｒｅｓｐｅｃｔ（Ｒｅｓｐｅｃｔ（Ｒｅｓｐｅｃｔ（Ｒｅｓｐｅｃｔ（サッカーに関わる皆さんに感謝サッカーに関わる皆さんに感謝サッカーに関わる皆さんに感謝サッカーに関わる皆さんに感謝）・フェアープレイでサッカー）・フェアープレイでサッカー）・フェアープレイでサッカー）・フェアープレイでサッカーをををを楽しんで下さい。楽しんで下さい。楽しんで下さい。楽しんで下さい。    

    

選手皆さんのご健闘を祈ります。選手皆さんのご健闘を祈ります。選手皆さんのご健闘を祈ります。選手皆さんのご健闘を祈ります。    
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ニューイヤーセブンカップサッカー大会要項ニューイヤーセブンカップサッカー大会要項ニューイヤーセブンカップサッカー大会要項ニューイヤーセブンカップサッカー大会要項    

 

 １．目１．目１．目１．目        的的的的 サッカー競技を通じて地域チーム間の親善と交流を深め年代応じた 

サッカーの楽しさを共有し次世代の選手育成に寄与する事を目的とする。 

 ２．主２．主２．主２．主        催催催催 （株）セブン・ＮＰＯ法人サウス宇都宮スポーツクラブ 

 ３．後３．後３．後３．後        援援援援 毎日新聞社宇都宮支局 

 ４．協４．協４．協４．協        賛賛賛賛 マルタケスポーツ・モルテン・アンブロ・大塚製薬 

        シャイントラスト（株） 

 ５．主５．主５．主５．主        管管管管 セブンカップサッカー大会実行委員会 

（ＮＰＯ法人サウス宇都宮スポーツクラブ） 

 ６．協６．協６．協６．協        力力力力 宇都宮少年サッカー連盟南部アカデミー 

        宇都宮市少年サッカー連盟審判委員会 

                サウス宇都宮スポーツクラブ保護者会 

 ７７７７．開催期日．開催期日．開催期日．開催期日  

      Ｕ１２クラス      ２０２３年１月２１日（土）･２９日（日）  

      Ｕ１１･１０クラス   ２０２３年１月２８日（土）･２９日（日） 

Ｕ８クラス       ２０２３年１月２１日（土）･２２日（日） 

         

８．８．８．８．    会会会会            場場場場 宇河市内及び近隣小学校・石井緑地サッカー場・、 

鹿沼サンエコサッカー場・けやき台 

 

９．９．９．９．    参 加 ﾁ ｰ ﾑ参 加 ﾁ ｰ ﾑ参 加 ﾁ ｰ ﾑ参 加 ﾁ ｰ ﾑ       ３１ｔｈ大会（１１１１１１１１６６６６チームの参加チームの参加チームの参加チームの参加）））） 

        Ｕ１２クラス      ６年生中心チーム    ４２チーム 

        Ｕ１１クラス      ５年生中心チーム    ２４チーム 

        Ｕ１０クラス      ４・３年生中心チーム  ２８チーム 

        Ｕ８クラス       ２・１年生中心チーム  ２２チーム 

１０．参加条件１０．参加条件１０．参加条件１０．参加条件 

 （１）本大会に参加する選手は保護者の承諾を得，スポーツ障害保険に加入していること。 

事故及び障害発生時はスポーツ障害保険の範囲内のみで主催者は一切責任を負わないものと    

する。 

 （２）エントリー選手は原則的にＵ１２クラス１６名・Ｕ１１クラス１５名以内とする。 

但しチーム事情により大会事務局にて認められたチームは除く。 

 （３）大会参加チームはチーム情報及び個人名をホームページ，新聞，等で公表することに同意で

きること。 

 （４）新型コロナウイルス対策として、 

・健康･体温確認（シート記入）、チーム内でのガイドラインの遵守を実施して下さい。 

・⼤⼈の⽅がより感染リスクが⾼いため、ご⽗兄の⾒学・観戦の際は、周りの⽅と 2m 以上の距離

を取ってください。また、マスクは必ずご着用ください。  

※健康チェックシートはチーム⼤会事務局より提出依頼時は提出ご協⼒お願いします。 

１１．１１．１１．１１．参 加 料参 加 料参 加 料参 加 料     

     ＵＵＵＵ12121212（￥（￥（￥（￥10000100001000010000）Ｕ）Ｕ）Ｕ）Ｕ11111111 以下（￥以下（￥以下（￥以下（￥8000800080008000））））    

    銀行振込と銀行振込と銀行振込と銀行振込とします。（領収証します。（領収証します。（領収証します。（領収証はははは振込控えを代替えとして下さい。）振込控えを代替えとして下さい。）振込控えを代替えとして下さい。）振込控えを代替えとして下さい。）        

        大会参加費はお手数かけますが大会参加費はお手数かけますが大会参加費はお手数かけますが大会参加費はお手数かけますが下記下記下記下記楽天銀行楽天銀行楽天銀行楽天銀行口座口座口座口座に振込み下さいに振込み下さいに振込み下さいに振込み下さい。。。。    

        ☆楽天銀行☆楽天銀行☆楽天銀行☆楽天銀行    ﾘｯｽﾞﾑ支店（ﾘｯｽﾞﾑ支店（ﾘｯｽﾞﾑ支店（ﾘｯｽﾞﾑ支店（209209209209）口座番号（）口座番号（）口座番号（）口座番号（1492795149279514927951492795）口座名（ｳｴﾏﾂ）口座名（ｳｴﾏﾂ）口座名（ｳｴﾏﾂ）口座名（ｳｴﾏﾂ    ﾌﾐｵ）ﾌﾐｵ）ﾌﾐｵ）ﾌﾐｵ）    

        振込受付開始振込受付開始振込受付開始振込受付開始    2020202022222222 年年年年 1111 月月月月 3333 日から日から日から日から 1111 月月月月 7777 日日日日    

１２．競技規則１２．競技規則１２．競技規則１２．競技規則    

Ｕ１２・１１･１０クラス（８人制）大会実施年度の日本サッカー協会制定の競技規則に準ず

る。但し、Ｕ８クラスセブンカップ大会ルール（７人制ルール）に準ずる。 

  （オフサイド、スローインファールは適用せず） 
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 タッチー・ゴールライン・アウト時（キックイン・キーパースロー）で開催する。 

(１) Ｕ１２・１１クラスの部競技時間は全て（１５－５－１５分）とする。 

（２）Ｕ１０クラスの部競技時間は(１０－５－１０分)とする 

   Ｕ８クラスはリーグ（８－３－８）分トーナメント（１０－３－１０分）とする。 

 （３）リーグ戦にて勝点，得失点，得点，失点,当該チームの結果の順で決しない時はＰＫ方式      

にて順位を決定する。（会場都合により担当チームを優先し組合せを一部変更もある） 

 （４）次戦の組合せは大会運営上会場チームをシード、1 位ブロックを優先順位とする。 

（５）各ブロックの決勝戦は延長を行わずＰＫ方式にて順位を決定する。 

（決定戦はＰＫ方式を３名にて行う。）また，３，４・５，６位決定戦は 

フレンドリーとする。フレンドリー戦は延長戦，ＰＫ戦は行わない。 

大会２日目のみＡ，Ｂクラスの１位リーグの決勝戦のみ１０分間の延長を行う事とする。 

 

◎ＰＫトーナメント方式 

１   ２   ３ 

 

 （６）選手交代は各クラス制限無しで出入り自由とする。 

 （７）試合球は４号球の縫い検定級を使用し，各チーム持ち寄りとする。 

 （８）競技中の給水タイムは当日各会場の本部で協議の上決定する。 

 （９）警告累積２枚で退場の場合は次の１試合出場停止。一発退場は次の１試合出場を禁止。 

 （10）リーグ戦で棄権がでた場合は０－５とする。勝ち点は－３点とする。 

 （11）試合時間開始１５分遅れたチームは棄権と見なし負けとする。結果は０－５とする。 

     但し，公的機関等で遅刻する場合は会場責任者へ連絡すること。 

    （その日の試合の取り扱いについて相談すること） 

 （12）ベンチは小さい数が本部からコートを見て左側、大きい数が右側のベンチに入る。 

アップ及びハーフタイムの練習も自陣ベンチ側のコートを使用する。 

 （13）ユニフォームの決定は各チームが話し合いで決定する。決定しない場合にはコイントスで     

決定する。その時のゴールキーパーのユニフォームはフィールドプレーヤーと異なるもの     

を使用すればよい。 

 

 （14）競技場各会場の状況により変更可とする。 

 Ｕ１２・１１クラス Ｕ１０クラス Ｕ８クラス その他 

ピッチ 

 

６８ｘ５０ｍ ６８×５０ｍ 

会場都合で変更

可 

３６×２３ｍ 

 

会場の都合で

変更可 

ペナルティエリア 

ゴールエリア 

１２ｍ 

４ｍ 

１２ｍ 

４ｍ 

なし 

４ｍ 

 

 

センクーサークル ７ｍ ７ｍ ４ｍ  

ペナルティアーク ７ｍ ７ｍ なし  

ペナルティマーク ８ｍ ８ｍ ５ｍ  

ゴール 

５×２.１5ｍ  

左同 ３×２ｍ 

 

会場の都合で

変更可 

ボール ４号球 ４号球 ４号球  

競技者数 ８人 ８人    ７人  

競技者最低数 ６人 ６人    ５人  

審判数          ３人       ２人    ２人  

    

１３．競技方法１３．競技方法１３．競技方法１３．競技方法 

        Ｕ１２・１１クラス    Ｕ１０・８クラス  

 大会１日目  トーナメント・リーグ戦  リーグ・トーナメント戦         

 大会２日目   トーナメント･リーグ戦   リーグ・トーナメント戦         

  （１）リーグ戦による勝敗は勝点制とする。勝点:３点  負:０点  分け:１点 
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１４．１４．１４．１４．そ の 他そ の 他そ の 他そ の 他     

  （１）メンバー表の提出はなし。交代の場合のカードも必要なしとする。 

  （２）監督会議は（２）監督会議は（２）監督会議は（２）監督会議はＵ１２・１１Ｕ１２・１１Ｕ１２・１１Ｕ１２・１１クラスクラスクラスクラス８：８：８：８：２２２２００００ａｍａｍａｍａｍ    Ｕ１０・８Ｕ１０・８Ｕ１０・８Ｕ１０・８（９：００ａｍ（９：００ａｍ（９：００ａｍ（９：００ａｍ））））に行いに行いに行いに行い    

試合日程必要事項について確認を行う。試合日程必要事項について確認を行う。試合日程必要事項について確認を行う。試合日程必要事項について確認を行う。    

  （３）雨天でも試合は行いますが，天候の状況により中止もあり得ます。 

    （中止の時は大会緊急連絡網にて連絡します。）登録されていないチームは登録されていないチームは登録されていないチームは登録されていないチームは    

自己責任にて自己責任にて自己責任にて自己責任にて大会ｈｐ大会ｈｐ大会ｈｐ大会ｈｐををををご確認下さい。ご確認下さい。ご確認下さい。ご確認下さい。    

     受付時受付時受付時受付時必ず連絡がとれる方の連絡先を書いてください。必ず連絡がとれる方の連絡先を書いてください。必ず連絡がとれる方の連絡先を書いてください。必ず連絡がとれる方の連絡先を書いてください。 

  （４）参加チームは各会場使用のルール・注意事項（喫煙・ゴミの持ち帰り等厳守願います.） 

(５) 会場での落とし物については会場での落とし物については会場での落とし物については会場での落とし物についてはお手数かけますがお手数かけますがお手数かけますがお手数かけますが会場校で管理してください。会場校で管理してください。会場校で管理してください。会場校で管理してください。    

（６）大会２日目組合せは１９時頃大会連絡網にても連絡しますが、ホームページにもアップ６）大会２日目組合せは１９時頃大会連絡網にても連絡しますが、ホームページにもアップ６）大会２日目組合せは１９時頃大会連絡網にても連絡しますが、ホームページにもアップ６）大会２日目組合せは１９時頃大会連絡網にても連絡しますが、ホームページにもアップ    

しますのでしますのでしますのでしますので必ず必ず必ず必ずご確認下さい。ご確認下さい。ご確認下さい。ご確認下さい。    

        （７）緊急事態（コロナ感染等）にてやむを得ず（７）緊急事態（コロナ感染等）にてやむを得ず（７）緊急事態（コロナ感染等）にてやむを得ず（７）緊急事態（コロナ感染等）にてやむを得ず 1/101/101/101/10 日以降日以降日以降日以降大会中止発生時の大会参加費は全大会中止発生時の大会参加費は全大会中止発生時の大会参加費は全大会中止発生時の大会参加費は全

額の返金は出来ませんのでご了解下さい。額の返金は出来ませんのでご了解下さい。額の返金は出来ませんのでご了解下さい。額の返金は出来ませんのでご了解下さい。（大会運営費用を除く）（大会運営費用を除く）（大会運営費用を除く）（大会運営費用を除く）    

    

１５．審判業務１５．審判業務１５．審判業務１５．審判業務 

  ○ １チーム２名の審判員を割り当てる。   

  ○ 試合運営（爽やかなゲームコントロール）及び試合結果報告 

 

１６．大会打ち合わせ日程および内容１６．大会打ち合わせ日程および内容１６．大会打ち合わせ日程および内容１６．大会打ち合わせ日程および内容    

期 日 曜 内 容 参加者 時間 場 所 摘 要 

1/21 土 参加賞・賞品 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

会場準備 

U8U8U8U8関係者関係者関係者関係者     五代小 

新田小 

 

1/28 土 参加賞・賞品 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・大会資

料引取り 

参加賞（飲料水  

五代.錦.田原.清

原．陽南小 

大会会場担当大会会場担当大会会場担当大会会場担当

チームチームチームチーム    

U12U12U12U12    

UUUU11111111････10101010    

 

 

13～15時 

15～17時 

五代小 

ふれあい教

室 

配布準備 

1/29 日 参加賞（飲料水） 

会場直送（業者） 

 

 

９～ａｍ中 石井３４５ 

鹿沼サンエコ 

けやき台 

要項確認、 

諸連絡 

    

１７１７１７１７．．．．事 務 局事 務 局事 務 局事 務 局     

            代表：植松文夫代表：植松文夫代表：植松文夫代表：植松文夫    大会事務局大会事務局大会事務局大会事務局 

    〒３２１－０１３５  栃木県宇都宮市五代２－２３－３１ 

        ニューイヤーセブンカップサッカー大会事務局  ０８０－３３９９－７２４４ 

                  試合結果連絡  佐藤 仁 ０９０－３５９７－４０３１ 

              大会期間中専用大会期間中専用大会期間中専用大会期間中専用                        ０８０－３３９９－７２４４０８０－３３９９－７２４４０８０－３３９９－７２４４０８０－３３９９－７２４４    

                e-meil    yymf_u@yahoo.co.jp 

 

 大会ホームページ大会ホームページ大会ホームページ大会ホームページ NPONPONPONPO 法人サウス宇都宮スポーツクラブ法人サウス宇都宮スポーツクラブ法人サウス宇都宮スポーツクラブ法人サウス宇都宮スポーツクラブ            http://www2.ucatv.ne.jp/~yymfhttp://www2.ucatv.ne.jp/~yymfhttp://www2.ucatv.ne.jp/~yymfhttp://www2.ucatv.ne.jp/~yymf----u.sky/u.sky/u.sky/u.sky/    

    

１８．表１８．表１８．表１８．表        彰彰彰彰    

    

Ｕ１２クラスＵ１２クラスＵ１２クラスＵ１２クラス    

    ＡＡＡＡブロック（各試合ブロック（各試合ブロック（各試合ブロック（各試合会場）会場）会場）会場）    

   優 勝     優勝旗・セブンカップ（持ち回り） 

優勝トロフィー                    １チーム 

           優勝メダル・賞状                   １チーム 

   準優勝     準優勝カップ・・賞状 ・準優勝メダル               １チーム 

   ３・４ 位     トロフィー・賞状                              ２チーム 
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   敢闘賞     盾・賞状                                           ２チーム 

   優秀賞 メダル１１名：優勝３名，準優勝２名，３位以下各１名 

  ＢＢＢＢ以下以下以下以下ブロック（各会場）ブロック（各会場）ブロック（各会場）ブロック（各会場）    

   優 勝     トロフィー･賞状                    ４チーム 

   準優勝     トロフィー 

 Ｕ１１Ｕ１１Ｕ１１Ｕ１１クラスクラスクラスクラス    各各各各ブロック（表彰は大会会場にて行うブロック（表彰は大会会場にて行うブロック（表彰は大会会場にて行うブロック（表彰は大会会場にて行う                                  

  ＡブロックＡブロックＡブロックＡブロック    

優勝      トロフィー・賞状 ･優勝メダル （15）                1 チーム 

   準優勝     トロフィー・準優勝メダル(15)                      1 チーム 

  Ｂ以下ブロックＢ以下ブロックＢ以下ブロックＢ以下ブロック                               

優勝      トロフィー・賞状                              ２チーム 

   準優勝     トロフィー 

Ｕ１０Ｕ１０Ｕ１０Ｕ１０クラス（各会場）クラス（各会場）クラス（各会場）クラス（各会場）    ブロックごとブロックごとブロックごとブロックごと 

           優勝・準優勝メダル                              ４チーム 

Ｕ８Ｕ８Ｕ８Ｕ８クラス（各会場）ブロックごとクラス（各会場）ブロックごとクラス（各会場）ブロックごとクラス（各会場）ブロックごと  

優勝・準優勝メダル                          ３チーム    

    

歴代優勝チーム歴代優勝チーム歴代優勝チーム歴代優勝チーム    

【小学校の部】 

 第１ 回今市第三小ＦＣ   第２ 回五代ＳＳ       第３回ＦＣ邑楽 

 第４ 回高崎ＦＣイーグルス 第５ 回石橋ＦＣイーグルス  第６回ＦＣ邑楽 

 第７ 回降雪により中止   第８回西部ＦＣｽﾋﾟﾘｯﾄ    第９ 回福島県南ﾄﾚｾﾝ 

 第 10 回今市ジュニオール   第 11 回今市ジュニオール    第 12 回高崎ＦＣｲｰｸﾞﾙｽ 

 第 13 回サウスＦＣ      第 14 回高崎選抜         第 15 回ＦＣブロケード 

 第 16 回ＴＥＡＭ I.S.T      第 17 回今市第三カルナバル  第 18 回ＦＣｽﾋﾟﾘｯﾄ U-12 

  第 19 回卯の花ＦＣ      第 20 回東那須野ＦＣ       第 21 回ＦＣユニオン 

  第 22 回ＦＣユニオン     第 23 回鹿沼 JFC エステーラ  第 24 回リフレＳＣ 

 第 25 回リフレＳＣ     第 26 回リフレＳＣ      第 27 回ともぞうＳＣ 

 第 28 回エスペランサ総和  第 29 回ともぞうＳＣ     第 30 回中止 

 第 31 回  ！ 

【中学校の部】 

  第１回サウスＦＣ           第２回サウスＦＣ             第３回今市中学校 

  第４回サウスＦＣ           第５回サウスＦＣ       第６回豊郷中学校 

  第７回阿久津中学校         第８回今市中学校      第９回真岡中学校 

 第 10 回田原中学校      第 11 回真岡中学校      第 12 回サウスＦＣ 

 第 13 回サウスＦＣ      第 14 回一条 U15       第 15 回姿川中学校 

  第 16 回中止 

閉会式式次第閉会式式次第閉会式式次第閉会式式次第        

    

 今回は残念ですがコロナ感染過予防対策により表彰式は簡素化し実施しませんので 

ご了解下さい。（表彰式は実施せず賞品授与で代替えと致します。） 

   ※ 事務連絡記念写真 Ｕ１２（優勝・準優勝・３位チーム） 

※ 閉会式終了後すぐ大会バナー前で写真をとります優勝チームから順にお集まりください。  


