
１．期日 :2018年9月22日（土曜日）/23日（日曜日）

２．会場 :湯梨浜町東郷運動公園多目的広場（芝：a・bコート）

:湯梨浜町立羽合小学校（クレー：ｃ・ｄコート）

３．大会要綱 :鳥取県大会要綱に準ずる（別途、配布）

４．参加チーム 東部代表　8 KFC（東１） 浜坂（東２） 修立（東3） 面影（東４）

岩倉（東５） 中ノ郷（東６） 米里（東７） 智頭（東８）

中部代表　4 上北条（中１） 東伯ﾞ（中２） 成美（中３） カミノ（中４）

西部代表　8 箕蚊屋（西１） 境（西２） ドミーニ（西３） トレイス（西４）

セリオ（西５） 南部（西６） 山蹴（西７） 就将（西８）

５．大会日程 （以上20チーム）

22日（土） 8：00 準備集合 中部地区

9：00 監督会議

9：30 開会式 ・全チームユニフォーム着用

各地区の代表番号１のチームのキャプテンは、それぞれ

大会で頑張りたいことを発表してください。

東部　KFC、　中部　上北条、　西部　箕蚊屋　　

選手移動

・第１試合の４チームから順次、選手証確認をお願いします

（試合会場において）

10:30～ キックオフ 東郷運動公園

11:00～ キックオフ 羽合小学校

試　合 ・詳細は「進行表」参照

２3日（日）

8：30 本部開設

9:30～ キックオフ 羽合小学校

10:00～ キックオフ 東郷運動公園

試　合 ・詳細は「進行表」参照

選手移動

15：15 エキシビジョンマッチ 集合状況により開始を早める場合があります

16：00 閉会式

JAバンク鳥取　ちょきんぎょカップ　第21回鳥取県少年サッカー（U-１０）大会
【運営要綱】 

運営担当：中部ｻｯｶｰ協会四種委員会



JAバンク鳥取　ちょきんぎょカップ　第21回鳥取県少年サッカー（U-１０）大会試合進行表

第1日目 会場 東郷運動公園 羽合小学校

開始予定時刻 aコート 審判 bコート 審判 開始予定時刻 cコート 審判 dコート 審判

10:30～11:05 a① 上北条 箕蚊屋 a⑤ b① 東伯 境 b⑤

11:20～11:55 a② KFC 岩倉 a① b② 浜坂 中ノ郷 b① 11:00～11:35 ｃ① 成美 ドミーニ c⑤ d① カミノ トレイス d⑤

12:10～12:45 a③ 上北条 セリオ a② b③ 東伯 南部 b② 11:50～12:25 ｃ② 修立 米里 c① d② 面影 智頭 d①

13:00～13:35 a④ 箕蚊屋 KFC a③ b④ 境 浜坂 b③ 12:40～13:15 ｃ③ 成美 山蹴 c② d③ カミノ 就将 d②

13:50～14:25 a⑤ 岩倉 セリオ a④ b⑤ 中ノ郷 南部 b④ 13:30～14:05 ｃ④ ドミーニ 修立 c③ d④ トレイス 面影 d③

14:20～14:55 ｃ⑤ 米里 山蹴 c④ d⑤ 智頭 就将 d④

第2日目 会場 東郷運動公園 羽合小学校

開始予定時刻 aコート 審判 bコート 審判 開始予定時刻 ｃコート 審判 ｄコート 審判

9:30～10:０5 ｃ⑥ 上北条 KFC c⑩ d⑥ 東伯 浜坂 d⑩

10:00～10:35 a⑥ 成美 修立 a⑩ b⑥ カミノ 面影 b⑩ 10:20～10:55 ｃ⑦ 箕蚊屋 セリオ c⑥ d⑦ 境 南部 d⑥

10:50～11:25 a⑦ ドミーニ 山蹴 a⑥ b⑦ トレイス 就将 b⑥ 11:10～11:45 ｃ⑧ 上北条 岩倉 c⑦ d⑧ 東伯 中ノ郷 d⑦

11:40～12:15 a⑧ 成美 米里 a⑦ b⑧ カミノ 智頭 b⑦ 12:00～12:35 ｃ⑨ KFC セリオ c⑧ d⑨ 浜坂 南部 d⑧

12:30～13:05 a⑨ 修立 山蹴 a⑧ b⑨ 面影 就将 b⑧ 12:50～13:25 ｃ⑩ 箕蚊屋 岩倉 c⑨ d⑩ 境 中ノ郷 d⑨

13:20～13:55 a⑩ ドミーニ 米里 a⑨ b⑩ トレイス 智頭 b⑨

15:15～15:50 A⑧ 本部 B⑧ 本部

1
① １－２ Aリーグ Bリーグ Cリーグ Dリーグ

　　　　　　① 　③ ② ３－４ 1 中１　上北条 中２　成美 中３　ｳﾝﾋﾞｰｺﾞ　 中４　東伯

　　⑥ 　　　　⑧ ③ １－５ 2 西１　セリオ 西２　就将 西３　福生東 西４　境

2 ⑦ 5 ④ ２－３ 3 東１　KFC 東２　浜坂 東３　岩倉 東４　みわ

⑤ ４－５ 第1日目 4 東５　八頭 東６　面影 東７　日進 東８　修立

　　　　　⑩ 　⑨ ⑥ １－３ 第2日目↓ 5 西５　箕蚊屋 西６　加茂 西７　山蹴 西８　南部

⑤ ⑦ ２－５
④ ⑧ １－４

⑨ ３－５
② ⑩ ２－４

3 4

対戦カード 対戦カード 対戦カード 対戦カード

対戦カード対戦カード 対戦カード 対戦カード

エキシビジョンマッチ



Aリーグ

中1 西1 東１ 東5 西5 得失
点差

中1

0 0 0

西1

0 0 0

東１

0 0 0

東5

0 0 0

西5

0 0 0

Bリーグ

中2 西2 東2 東6 西6 得失
点差

中2

0 0 0

西2

0 0 0

東2

0 0 0

東6

0 0 0

西6

0 0 0

Cリーグ

中3 西3 東3 東7 西7 得失
点差

中3

0 0 0

西3

0 0 0

東3

0 0 0

東7

0 0 0

西7

0 0 0

Dリーグ

中4 西4 東4 東8 西8 得失
点差

中4

0 0 0

西4

0 0 0

東4

0 0 0

東8

0 0 0

西8

0 0 0

トレイス

面影

智頭

就将

就将カミノ 勝点 得点 失点 順位

カミノ

修立

米里

山蹴

得点 失点 順位

成美

ドミーニ

中ノ郷

南部

成美 ドミーニ 修立 米里 山蹴 勝点

失点 順位

東伯

境

浜坂

東伯 境 浜坂 中ノ郷 勝点

セリオ

得点

岩倉

南部

KFC

箕蚊屋

失点 順位

上北条

JAバンク鳥取　ちょきんぎょカップ　第21回鳥取県少年サッカー（Uー１０）大会　　リーグ表

本部運営記録用

上北条 箕蚊屋 KFC 岩倉 セリオ 勝点 得点

トレイス 面影 智頭



《広域図》

JAバンク鳥取　ちょきんぎょカップ　会場案内図
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チームリーダー賞選考表

チーム名 選考選手（番号でもかまいません）

*該当するものに丸をしてください。たくさんあれば複数丸をしてください

○ひたむきにチームのために走り、戦っている。

○大きい声を出し味方選手をしっかり鼓舞している。

○相手チームの選手をリスペクトし仲間の大切さを分かり、味方に示している。

○巧みな技術を使いチームをリードしている。

選考選手へのアドバイスをお願いします。

記入者 ・チーム名

ご協力ありがとうございました。
指導委員会・技術委員会一同

チームリーダー賞選考表

チーム名 選考選手（番号でもかまいません）

*該当するものに丸をしてください。

○ひたむきにチームのために走り、戦っている。

○大きい声を出し味方選手をしっかり鼓舞している。

○相手チームの選手をリスペクトし仲間の大切さを分かり、味方に示している。

○巧みな技術を使いチームをリードしている。

選考選手へのアドバイスをお願いします。

記入者 ・チーム名

ご協力ありがとうございました。
指導委員会・技術委員会一同



会場移動について ・２会場で大会を行う関係で、１日目は開会式終了後に東郷運動公園から羽合小へ、２日目はエキシビジョンマッチ
と閉会式のため羽合小から東郷運動公園への移動をするチームがあります。各チームであわてず事故のないよう安全
に気をつけて移動してくださいますようお願いします。

駐車場について ・駐車場はそれぞれの施設の駐車場を利用ください。路上駐車、社会的マナーに反する駐車をされませんようお願い
　いたします。当日、ご不明な点がありましたらスタッフにご確認いただき、指示にしたがって下さい。

喫煙について ・会場内は全面禁煙です、喫煙は会場外でお願いします。（羽合小学校におきましては校地内全面禁煙です）

ゴミ等の片付け ・各チームが出された、ペットボトル、お弁当殻、空き缶等のゴミは各チームでお持ち帰りいただくようお願いします。
　（会場常設のゴミ入れは使用しないで下さい）

応援マナー ・応援はベンチ反対サイドです、ライン及びマーカーで区切った外側でお願いします。
・ゴール裏は、チームテントの設営、横断幕などをはらないで下さい。
・応援マナーについては、各チーム指導者、育成会の方々の目配りをお願いします。
　選手への誹謗・中傷（自チーム・相手チームを問わない）や審判への罵声などがあれば、そのチームの監督が
　退席処分となりベンチよりコーチングができなくなります。

運営上ご不明な点がありましたら、本部関係者へお問い合わせください

参加チーム育成会様各位
【大会参加について運営担当よりのお願い】


