
 

第 23回 

クリスタルカップサッカー大会 

 

 

 

 

 

期 日  平成 30年 9月 22日(土)・9月 23日(日) 

会 場  クリスタルパークグラウンド・同サブグラウンド 

主 催  クリスタルカップ実行委員会 

協 賛  ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ国際協会 332-D地区第 5R1Z石川ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 

石川シニアライオンズクラブ・ヤマザキスポーツ 

須賀川法人会石川支部・株式会社福産建設 

後 援   石川町教育委員会・浅川町教育委員会・平田村教育委員会 



主催者あいさつ 

 第 23回クリスタルカップサッカー大会を開催するにあたり、主催者を代表

して、ご挨拶を申し上げます。 

 本年も、ここ石川町において、県内から２４チームの皆様をお迎えし、盛

大に大会が開催できますことを心より感謝いたします。 

 この大会は、子どもたちがサッカーを通じて、チーム間での交流を深めな

がら、サッカーの技術向上を図ると共に、豊かな心と健やかな体の育成を目

的として開催するものです。 

 本年は、ここ石川町のクリスタルパークにて、２日間にわたり熱戦が繰り

広げられます。選手の皆様は、猛暑と言われたこの夏、厳しい練習に耐え、

頑張ってきた成果を大いに発揮され、心に残る大会になりますことを願って

おります。 

 最後になりますが、大会に参加された子供たちが益々活躍されますことを

心から祈念すると共に、この大会に賛同くださいました各関係機関、各種団

体の皆様からのご支援、ご協力に対しまして心から敬意と感謝を申し上げ、

ご挨拶と歓迎の言葉といたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 23回クリスタルカップ実行委員長   江尻 勝博  



第 23回クリスタルカップサッカー大会要項 

趣   旨  サッカー少年の健全育成を図ると共に、他地区少年団との交流、親睦、技術の向上

を図る。 

主   催  クリスタルカップ実行委員会 

協   賛  ライオンズクラブ国際協会332-D地区第5R1Z石川ライオンズクラブ・石川シニアライオン

ズクラブ・ヤマザキスポーツ・須賀川法人会石川支部・株式会社福産建設 

後   援  石川町教育委員会・浅川町教育委員会・平田村教育委員会 

協力チーム  沢田ＳＳＳ・ｹｯﾌﾟｵｰﾚ石川・浅川ＳＳＳ・蓬田ＳＳＳ 

期   日  平成30年9月22日（土）～9月23日（日） 

チーム編成  指導者１名以上・帯同審判１名・スポーツ傷害保険に加入している小学生で構成さ

れたチーム 

試合方法  ・競技規則は２０１７-２０１８（財）日本サッカー協会８人制サッカーの規則に準

ずる。 

・２４チームを２グループ（１２チーム）に分け、一次リーグ（各リーグ４チームの

総当たり戦）を行い、１位から４位を決定する。その後、同グループの同順位３チ

ームにより二次リーグ（１位リーグ～４位リーグ）を行い、１位から３位を決定す

る。その後、別グループの同順位のチームと順位決定戦を行い、総合順位を決定す

る。 

・審判は2審制で行う。 

・試合時間は３０分（１５分―５分―１５分）とする。勝敗が決しない場合は引き分

けとする。ただし順位決定戦のみ３対３のＰＫ戦（ＰＫ戦の延長はサドンデス方式）

を行い、勝敗を決する。 

・一次リーグ及び二次リーグの順位決定方法 

① 勝ち点の多いチーム（勝ち３・分け１・負け０） 

② 得失点の多いチーム 

③ 総得点の多いチーム 

④ 当該チームの勝敗 

⑤ ＰＫ戦（３対３） 

・ 試合球は、縫い皮４号球とする。 

表   彰 ･ クリスタルカップ    優勝（賞状・カップ・メダル） 

準優勝・３位（賞状・トロフィー・メダル） 

敢闘賞（賞状・トロフィー） 

・ 各チーム１名     優秀選手賞（優勝チームに最優秀選手賞） 

そ の 他  ・ 開会式及び閉会式はクリスタルパークで行う。 

・ 開会式は全チーム参加のこと。 

・ 優秀選手賞は閉会式で伝達いたしますので、閉会式に参加できないチームは前日

に事務局までお知らせください。 

・ 代表者及び監督会議を開会式終了後に行う。 

・ 大会中の事故に関しては事務局で応急手当はしますが、その後の処置については

各チームで対応してください。医療機関はこちらのアドレスで確認できます。 

http:/www.sukagawa119.jp/imode4.php 

・ ９月２２日（土）１８：３０～懇親会を行います。各チームの出席をお願いいた

します。 

会場「ホテル松多屋」 石川町字長久保 96 0247-26-6161 



 

大会日程 

 

 ９月２２日（土） 

  ８：３０～受付（石川町クリスタルパーク多目的広場） 

大会参加費１０，０００円、懇親会費・お弁当代等をお預かりします。 

            

    ９：００～開会式（石川町クリスタルパーク多目的広場） 

 

    ９：５０～１５：４５ 一次リーグ 各チーム３試合 

               クリスタルパーク（２面）  クリスタルサブグラウンド（２面）             

 

   １８：３０～懇親会  会場「ホテル松多屋」 

            

 

 ９月２３日（日） 

  ９：００～１２：５５  

二次リーグ（グループ１・２位リーグ） 会場 クリスタルパーク 

（グループ３・４位リーグ） 会場 クリスタルサブグラウンド 

   １３：００～１４：５５  

順位決定戦（グループ１・２位リーグ） 会場 クリスタルパーク 

（グループ３・４位リーグ） 会場 クリスタルサブグラウンド 

 

   １５：３０～閉会式（会場：石川町クリスタルパーク多目的広場） 

 

 

大会役員 

 

実行委員長：江尻 勝博 

副委員長：岡部 恒之 

事 務 局：江尻 勝巳 

規律委員長：酒井 修三 

審 判 長：長谷川 和彦 

会   計：大竹 伸佳 

監   査：橋本 朋典 

顧   問：斎藤 幸樹 

実行委員：南條 貴之 

    金沢 雅也 

    山口 善男 

    高木 安仁 

    佐久間 晴夫 

    有松 勝利 

    二平 智則 

    野口 庄蔵 



 

開会式＜９月２２日（土）９：００～＞   閉会式＜９月２３日（日）１５：３０～＞ 

   

役員・選手整列                 役員・選手整列 

  選手入場                    開式の言葉 

  開式の言葉                   成績発表 

大会会長あいさつ                表  彰 

来賓祝辞                    講  評 

ヤマザキスポーツよりボールの贈呈        あいさつ 

クリスタルカップ返還              閉式の言葉 

競技上の注意                  選手退場 

選手宣誓                     

閉式の言葉 

選手退場 

 

大会参加チーム 

飯野サッカースポーツ少年団（福島県福島市） 

植田サッカースポーツ少年団（福島県いわき市） 

アストロン（福島県いわき市） 

ＦＣ．ＢｅＶｅ（福島県いわき市） 

水石ＦＣ（福島県いわき市） 

すずかけサッカースポーツ少年団（福島県いわき市） 

内町サッカースポーツ少年団（福島県いわき市） 

桑野サッカースポーツ少年団（福島県郡山市） 

ＥＳＴＲＥＬＬＡＳ（福島県郡山市） 

ビアンコーネ福島（福島県郡山市） 

白沢ＦＣ（福島県本宮市） 

白河フットボールクラブ（福島県白河市） 

Vamos福島ホワイトリバーフットボールクラブ(福島県白河市) 

FC Carrera（福島県白河市） 

田島サッカースポーツ少年団（福島県南会津町） 

矢吹サッカースポーツ少年団（福島県矢吹町） 

フットクレセル（福島県須賀川市） 

ＦＣブリーオ須賀川（福島県須賀川市） 

棚倉ＦＣ（福島県棚倉町） 

ＦＣ ＲＥＧＡＴＥ（福島県県南） 

ケップ・オーレ石川（石川町） 

蓬田サッカースポーツ少年団（平田村） 

浅川サッカースポーツ少年団（浅川町） 

沢田サッカースポーツ少年団（石川町） 

 



１日目組み合わせ
クリスタルグループ （会場：クリスタルパーク）

Ａ
沢田 ビアンコーネ BeVe バモス 勝 負 分 勝点 得点 失点 得失 順位

沢田 ① ④ ⑦
ビアンコーネ ⑦ ④

BeVe ①
バモス

Ｂ
蓬田 植田 レガッテ カレラ 勝 負 分 勝点 得点 失点 得失 順位

蓬田 ② ⑤ ⑧
植田 ⑧ ⑤

レガッテ ②
カレラ

Ｃ
アストロン 棚倉 白沢 ブリーオ 勝 負 分 勝点 得点 失点 得失 順位

アストロン ③ ⑥ ⑨
棚倉 ⑨ ⑥
白沢 ③

ブリーオ

沢田 vs ﾋﾞｱﾝｺｰﾈ vs
蓬田 vs 植田 vs

アストロン vs 棚倉 vs
BeVe vs 沢田 vs

レガッテ vs 蓬田 vs
白沢 vs アストロン vs
沢田 vs バモス vs
蓬田 vs カレラ vs

アストロン vs ブリーオ vs

キララグループ （会場：クリスタルサブグラウンド）
D

浅川 田島 内町 桑野 勝 負 分 勝点 得点 失点 得失 順位
浅川 ① ③ ⑦
田島 ⑦ ③
内町 ①
桑野

E
エストレージャス 水石 フットクレセル 白河 勝 負 分 勝点 得点 失点 得失 順位

エストレージャス ② ⑤ ⑧
水石 ⑧ ⑤

フットクレセル ②
白河

F
矢吹 石川 すずかけ 飯野 勝 負 分 勝点 得点 失点 得失 順位

矢吹 ④ ⑥ ⑨
石川 ⑨ ⑥

すずかけ ④
飯野

浅川 vs 田島 vs
ｴｽﾄﾚｰｼﾞｬｽ vs 水石 vs

浅川 vs 内町 vs
矢吹 vs 石川 vs

ｴｽﾄﾚｰｼﾞｬｽ vs ﾌｯﾄｸﾚｾﾙ vs
矢吹 vs すずかけ vs
浅川 vs 桑野 vs
白河 vs ｴｽﾄﾚｰｼﾞｬｽ vs
飯野 vs 矢吹 vs

④11：50～12：25

⑧14：30～15：05 浅川・桑野
⑨15：10～15：45 白河・ｴｽﾄﾚｰｼﾞｬｽ

⑥13：10～13：45 ｴｽﾄﾚｰｼﾞｬｽ・ﾌｯﾄｸﾚｾﾙ

⑦13：50～14：25 矢吹・すずかけ

浅川・内町
⑤12：30～13：05 矢吹・石川 水石

飯野 石川

ﾌｯﾄｸﾚｾﾙ・水石

桑野・内町
白河・ﾌｯﾄｸﾚｾﾙ

桑野・田島
飯野・すずかけ

審判
すずかけ・石川

白河・水石
飯野・石川
田島・内町ﾌｯﾄｸﾚｾﾙ 水石

田島 内町

飯野 すずかけ
白河

すずかけ 石川

②10：30～11：05 浅川・田島
③11：10～11：45 ｴｽﾄﾚｰｼﾞｬｽ・水石

キララグループ Ａコート 審判 Ｂコート
①　9：50～10：25 飯野・矢吹 桑野 内町

白河 ﾌｯﾄｸﾚｾﾙ
桑野 田島

⑨15：10～15：45 蓬田・カレラ 植田・レガッテ

⑥13：10～13：45 レガッテ・蓬田
棚倉・ブリーオ⑦13：50～14：25 白沢・アストロン

ﾋﾞｱﾝｺｰﾈ・BeVe

棚倉 ブリーオ
ﾋﾞｱﾝｺｰﾈ BeVe

植田 レガッテ
棚倉 白沢

蓬田・植田 レガッテ・カレラ

レガッテ カレラ
ブリーオ 白沢

⑧14：30～15：05 沢田・バモス

バモス・ﾋﾞｱﾝｺｰﾈカレラ 植田
④11：50～12：25 アストロン・棚倉 ブリーオ・白沢

⑤12：30～13：05 BeVe・沢田
カレラ・植田

バモス ﾋﾞｱﾝｺｰﾈ

②10：30～11：05 沢田・ﾋﾞｱﾝｺｰﾈ BeVe・バモス
③11：10～11：45

クリスタルグループ Ａコート 審判 Ｂコート 審判
①　9：50～10：25 アストロン・ブリーオ 棚倉・白沢BeVe バモス



２日目組み合わせ

Ａ１ Ｂ１ Ｃ１ 勝 負 分 勝点 得点 失点 得失 順位 D１ E１ F１ 勝 負 分 勝点 得点 失点 得失 順位

Ａ１ ② ④ D１ ② ④
Ｂ１ ⑥ E１ ⑥
Ｃ１ F１

Ａ２ Ｂ２ Ｃ２ 勝 負 分 勝点 得点 失点 得失 順位 D２ E２ F２ 勝 負 分 勝点 得点 失点 得失 順位

Ａ２ ① ③ D２ ① ③
Ｂ２ ⑤ E２ ⑤
Ｃ２ F２

Ａ３ Ｂ３ Ｃ３ 勝 負 分 勝点 得点 失点 得失 順位 D３ E３ F３ 勝 負 分 勝点 得点 失点 得失 順位

Ａ３ ② ④ D３ ② ④
Ｂ３ ⑥ E３ ⑥
Ｃ３ F３

Ａ４ Ｂ４ Ｃ４ 勝 負 分 勝点 得点 失点 得失 順位 D４ E４ F４ 勝 負 分 勝点 得点 失点 得失 順位

Ａ４ ① ③ D４ ① ③
Ｂ４ ⑤ E４ ⑤
Ｃ４ F４

*組み合わせ表および結果については、ネットで閲覧することが可能です。
http://kirara.apage.jp

クリスタルパーク会場

Ａコート
Ａ２－Ｂ２
Ａ１－Ｂ１

サブＡコート

⑤11：40～12：15

試合時間
①　9：00～ 9：35

②　9：40～10：15

クリスタルグループ１位リーグ

クリスタルサブグラウンド会場

④11：00～11：35

⑥12：20～12：55

1位リーグ１・２位決定戦

⑧13：40～14：15

審判

E２－F２

D１－E１
Ｃ１－Ａ１

審判

F１－D１

Ｂ１－Ｃ１
Bコート

F２－D２
Ｂ２－Ｃ２

D１－E１ D２－E２
D２－E２

Ｃ２－Ａ２

E１－F１

F２－D２

Ｃ１－Ａ１

キララグループ１位リーグ クリスタルパークＢコート

キララグループ２位リーグ クリスタルパークBコートクリスタルグループ２位リーグ

クリスタルパークＡコート

クリスタルパークＡコート

キララグループ３位リーグ

クリスタルグループ４位リーグ キララグループ４位リーグ

サブBコート

サブBコート

サブＡコート

二次リーグ
Ａ２－Ｂ２

③10：20～10：55 Ｃ２－Ａ２ Ａ１－Ｂ１

クリスタルグループ３位リーグ

順位決定戦
⑦13：00～13：35 2位リーグ５・６位決定戦 ⑨の試合のチーム

⑨14：40～15：15

試合時間 Ａコート 審判 Bコート 審判

F４－D４

①　9：00～ 9：35 Ａ４－Ｂ４ Ｂ３－Ｃ３ D４－E４ E３－F３
②　9：40～10：15 Ａ３－Ｂ３ Ａ４－Ｂ４ D３－E３
③10：20～10：55 Ｃ４－Ａ４ Ａ３－Ｂ３ F４－D４ D３－E３
④11：00～11：35 Ｃ３－Ａ３ Ｃ４－Ａ４ F３－D３

⑧の試合のチーム

二次リーグ

順位決定戦
⑦13：00～13：35 ４位リーグ５・６位決定戦 ⑨の試合のチーム ４位リーグ３・４位決定戦 ⑨の試合のチーム

⑧13：40～14：15 ３位リーグ３・４位決定戦

⑨14：20～14：55 ３位リーグ１・２位決定戦 ⑧の試合のチーム ４位リーグ１・２位決定戦

⑦の試合のチーム ⑦の試合のチーム

⑤11：40～12：15 Ｂ４－Ｃ４ Ｃ３－Ａ３ E４－F４ F３－D３
⑥12：20～12：55 Ｂ３－Ｃ３ Ｂ４－Ｃ４

⑧の試合のチーム 2位リーグ１・２位決定戦

３位リーグ５・６位決定戦

F１－D１
Ｂ１－Ｃ１ Ｂ２－Ｃ２ E１－F１ E２－F２

2位リーグ３・４位決定戦

⑧の試合のチーム

⑨の試合のチーム

1位リーグ３・４位決定戦 ⑦の試合のチーム 1位リーグ５・６位決定戦 ⑦の試合のチーム

E３－F３ E４－F４

D４－E４

http://kirara.apage.jp/

