
2019/7/31改定

No ポジション 苗字 名前 苗字フリガナ 名前フリガナ 所属チーム

1 DF 中村 奏太 ナカムラ ソウタ 山王ジュニア保戸野SSS

2 MF 岩崎 和人 イワサキ カズト 山王ジュニア保戸野SSS

3 GK 鎌田 那津 カマダ ナツ 山王ジュニア保戸野SSS

4 GK 小野寺 悠斗 オノデラ ユウト 日新サッカースポーツ少年団

5 ＦＰ 宇佐美 輝翔 ウサミ キット 下新城サッカースポーツ少年団

6 ＦＰ 澤石 煌斗 サワイシ キラト 下新城サッカースポーツ少年団

7 ＦＰ 長田 心温 ナガタ ミハル 下新城サッカースポーツ少年団

8 MF 小野 陽向 オノ ヒナタ 旭川サッカースポーツ少年団

9 ＦＷ 中泉 悠 ナカイズミ ユウ 川尻リバーウェーブＳＳＳ

10 MF 大野 真翔 オオノ マナト T2GENERAL

11 DF 戸島 健汰 トシマ ケンタ T2GENERAL

12 MF 金 明日翔 コン アスカ AFCユーニアンJr.

13 MF 鈴木 瑛太 スズキ エイタ AFCユーニアンJr.

14 MF 村田 珀 ムラタ ハク AFCユーニアンJr.

15 MF 高橋 瑛汰 ﾀｶﾊｼ ｴｲﾀ 旭北サッカースポーツ少年団

16 DF 吉崎 航平 ﾖｼｻﾞｷ ｺｳﾍｲ 旭北サッカースポーツ少年団

17 MF 安藤 颯大 アンドウ ソウタ スポルティフ秋田

18 MF 小林 心良 コバヤシ ココロ スポルティフ秋田

19 MF 永田 晄介 ナガタ コウスケ スポルティフ秋田

20 DF 嶋田 遥哉 シマダ トオヤ スポルティフ秋田

※

2019秋田市地区TC　U12（6年生）セリオン 花まるっCUP

名前の間違いはご容赦お願いします。
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2019/7/31改定

No ポジション 苗字 名前 苗字フリガナ 名前フリガナ 所属チーム

1 FW 黒澤 劉己 クロサワ リュウキ 飯島パインフォレストサッカースポーツ少年団

2 DF 水澤 達也 ミズサワ タツヤ 大住サッカースポーツ少年団

3 DF 青木 蓮 アオキ レン 山王ジュニア保戸野SSS

4 MF 鎌田 陽向 カマダ ヒナタ 山王ジュニア保戸野SSS

5 MF 柴田 悠良 シバタ ユラ 日新サッカースポーツ少年団

6 MF 笹渕 陸翔 ササブチ リクト 御所野サッカースポーツ少年団

7 MF 岡田 爽杏 オカダ アサヒ 御所野サッカースポーツ少年団

8 DF 髙橋 瑶 タカハシ ヨウ 御所野サッカースポーツ少年団

9 FW 鈴木 陽来 スズキ ヒナタ 御所野サッカースポーツ少年団

10 DF 小黒 晃桜 オグロ コオ 御所野サッカースポーツ少年団

11 GK 佐々木 譲 ササキ ジョウ 四ツ小屋サッカースポーツ少年団

12 MF 佐々木 悠吾 ササキ ユウゴ 四ツ小屋サッカースポーツ少年団

13 MF 篠田 拓也 シノダ タクヤ 四ツ小屋サッカースポーツ少年団

14 DF 中川 遥斗 ナカガワ ハルト 仁井田レッドスターズ

15 GK 新沼 隼弥 ニイヌマ トシヤ 仁井田レッドスターズ

16 ＦＷ 坂本 大樹 サカモト ダイキ 勝平サッカースポーツ少年団

17 ＭＦ 西﨑 優音 ニシザキ ユウト 勝平サッカースポーツ少年団

18 FW 佐々木 寛人 ササキ ヒロト スポルティフ秋田

19 DF 近江谷 厳心 オオミヤ ゲン スポルティフ秋田

※

2019秋田市地区TC　U12（6年生）オーパス 花まるっCUP

名前の間違いはご容赦お願いします。
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2019/7/31改定

No ポジション 苗字 名前 苗字フリガナ 名前フリガナ 所属チーム

1 FW 小林 夢空 コバヤシ ソラ 大住サッカースポーツ少年団

2 GK 石塚 暁 イシヅカ アツキ 山王ジュニア保戸野SSS

3 MF 三浦 勢良 ミウラ セラ 日新サッカースポーツ少年団

4 DF 岩谷 怜桜 イワヤ レオ 飯島南FCサッカースポーツ少年団

5 MF 佐藤 澪央 サトウ レオ 飯島南FCサッカースポーツ少年団

6 FW 武田 優太 タケダ ユウタ 飯島南FCサッカースポーツ少年団

7 MF 長谷川 玲 ハセガワ レイ 御所野サッカースポーツ少年団

8 DF 作佐部 聖也 サクサベ セイヤ 御所野サッカースポーツ少年団

9 FW 佐藤 蒼空 サトウ ソラ 御所野サッカースポーツ少年団

10 ＦＰ 石川 巧真 イシカワ タクマ 下新城サッカースポーツ少年団

11 ＭＦ 佐々木 快都 ササキ カイト 八橋ＦＣスポーツ少年団

12 MF 嶋田 龍也 シマダ リュウヤ 仁井田レッドスターズ

13 DF 夏井 一輝 ナツイ カズキ 仁井田レッドスターズ

14 MF 打矢 朝秋 ウチヤ トモアキ T2GENERAL

15 ＤＦ 玉井 孝太郎 タマイ コウタロウ 旭北サッカースポーツ少年団

16 FW 朴 智永 パク ジヨン スポルティフ秋田

17 MF 菊地 清志郎 キクチ セイシロウ スポルティフ秋田

18 GK 鎌田 航希 カマダ コウキ 外旭川サッカースポーツ少年団

19 ＤＦ 石塚 倖介 イシヅカ コウスケ 秋田泉サッカースポーツ少年団

20 ＭＦ 菅原 陸叶 スガワラ リクト 秋田泉サッカースポーツ少年団

※

2019秋田市地区TC　U11（5年生） 花まるっCUP

名前の間違いはご容赦お願いします。
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2019/7/31改定

秋田市４種指導者　各位

「第２３回AKITA花まるっCUP少年サッカー大会」

　秋田市TC U-12 U-11 参加選手 選手派遣のお願い

　謹啓　皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申しあげます。平素は本協会の事業に格

段のご配慮を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて表題の「第２３回AKITA花まるっCUP少年サッカー大会」が秋田市雄和の秋田県立中央公園で８

月１５日（木）・１６日（金）・１７日（土）に開催されます。

今回、秋田市TC U-12（２チーム） U-11（1チーム）で参加する選手を別紙名簿の通りとさせてい

ただきました。所属チームにおかれましては選手・保護者へのご案内と選手派遣をお願い致します。

諸事情によりご案内が大変遅れてしまいましたことを、深くお詫び申しあげます。

各指導者・保護者の皆様には、今後ともご理解、ご協力くださいますようお願い申しあげます。

「第２３回AKITA花まるっCUP少年サッカー大会」

日　程　　８月１５日（木）・１６日（金）・１７日（土）　３日間

会　場　　秋田市 秋田県立中央公園スカイドーム / 球技場 / 運動広場

（秋田市雄和椿川字駒坂台4-1）

初日集合時間　　８月１５日（木）１０：３０　秋田県立中央公園スカイドーム　昼食持参

　　　　　　　　　（※ 開会式：１１：３０～　スカイドーム ／  開会式終了後、試合開始）

（※ 翌日集合時間は、日程終了後の解散前に選手へ伝達します）

招集選手　　本メールに添付の 「② 2019選考選手AKITA花まるっCUP」 をご参照ください。

・秋田市TC U-12「セリオン」２０名　・秋田市TC U-12「オーパス」１９名

・秋田市TC U-11 ２０名

参加チーム　　Ｊリーグ所属Ｕ１２チーム　を含む全３２チーム

試合日程　　本メールに添付の 「③ 大会要項」「⑤⑥⑦ 日程（後日配布）」 をご参照ください。

試合形式　　８人制。リーグ戦 → 順位トーナメント形式。試合時間３０分（１５分ハーフ）。

持参物　　・昼食 ・飲み物 ・トレーニングウエア ・ボール ・スパイク ・着替え

※	ユニフォームは秋田市サッカー協会で配布します。

※	大会各日不参加の場合や、ご質問等ございましたら下記担当までご連絡ください。

お問い合わせ先　秋田市サッカー協会技術委員会

渡辺崇 090－3369－6748

同 楢岡毅 090－2998―0671
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2019/7/31改定

趣旨

大会名

主催

特別共催

後援

協賛

主管

期日

会場

開会式

参加チーム

参加資格

チーム構成

と条件

組合せ

大会形式

競技規定

審判　

代表者会議

懇親会

宿泊

参加料

申し込み

開・閉会式

その他

別紙申込用紙（後日送付）に記入の上、記載事務局までメールで送付すること。

開会式　2019年8月15日（木）　11:30～　スカイドーム

閉会式　2019年8月17日（土）　決勝戦、終了後　スカイドーム

8月の大変暑い中での開催のため、選手の健康管理には十分対処するようお願いします。

本部にて氷を用意しますので、ご利用ください。

チーム構成は監督１名、コーチ２名、選手１６名。

監督並びにコーチは、当該チームを掌握指導する責任ある指導者であり、内１名は指導者資格

（JFA公認指導者資格）を有する者であること。

大会事務局が作成する。

参加チームをグループ別に分け、総当たりリーグ戦を行う。

こくみん共済　coop　プレゼンツ

第23回　AKITA花まるっCUP少年サッカー大会

要　　　項

緑あふれる自然豊かなこまちの里・秋田の地で、21世紀を担う少年たちがサッカーを通じて友情

の輪を広げるとともに、技術・戦術・体力の向上を図り、フェアプレーの精神を培うことによって、

健やかに逞しく生きる少年たちの育成を目的として開催する。

第23回AKITA花まるっCUP少年サッカー大会

一般社団法人秋田県サッカー協会

こくみん共済　coop　秋田推進本部

秋田県教育委員会　秋田市教育委員会　公益財団法人秋田県体育協会・秋田県スポーツ少年団　

秋田魁新報社 NHK秋田放送局　ABS秋田放送　AKT秋田テレビ　AAB秋田朝日放送

(株)モルテン　みちのくコカ・コーラボトリング（株）　（株）メモリーアート

一般社団法人秋田県サッカー協会4種委員会　

8月15日（木）　１９：００～（チーム最低1人以上参加のこと）

代表者会議終了後開催（会費5,000円）　　会場は後日連絡

秋田県サッカー協会4種委員会が斡旋する（他宿泊所に宿泊するチームの参加は認めない）。

宿泊料金　　選手7,500円・大人8,200円（両方とも1泊3食）

1チーム　24,000円（プログラム代含）　　大会初日に納入してください

大会期間中、警告を2回うけた選手は、次の1試合は出場できない。退場を命ぜられた選手は、

次の1試合は出場できず、その後の処分は本大会の規律フェアプレー委員会が決定する。

ピッチサイズ　　縦68ｍ・横50ｍ　　　（但しスカイドームは、縦64ｍ・横42ｍ）

2人制（審判・補助審判）

審判に対する対応は、紳士的で行うこと。

トーナメントで同点の時は、延長戦を行わず、PK戦を実施。

リーグ戦の成績は次の順で決定。　勝点（勝３・分１・敗０）・得失点差・総得点・当該試合の戦績・抽選。

ユニフォームは2種類用意し、 事前に相手チームと協議して決定。決まらない場合は本部裁定。

試合球は、本部用意。

選手の交代は自由で、一度退いた選手の再出場は何回でも可。

グループ成績上位チームによる決勝トーナメント戦を行う。

グループ成績下位チームは、フレンドリートーナメントに出場。

2019年度（公財）日本サッカー協会8人制規則で行うが、本大会独自の規則も設ける。

試合時間　　リーグ戦・トーナメントとも30分（15分ハーフ）

秋田市　中央公園球技場・広場・スカイドーム

8月15日（木）　11:30～　スカイドーム(予定）

Jリーグ所属U-12チームを含む北海道・関東甲信越より一般募集チーム。

東北各県より推薦されたチームと主催県チームで、計３２チーム

2019年度（公財）日本サッカー協会4種登録を完了し、スポーツ障害保険に加入していること。

原則　U-12で実施するが、J所属・選抜・トレセンチームは、U-11でも可とする。

2019年8月15日（木）・16日（金）・17日（土）

リスペクト　「大切に思うこと」　をみんなで!

5ページ／全5ページ


