
1.　日程

2.　会場 大和郡山市西池グラウンド

天理二階堂グランド

奈良登美が丘球技場

3.　対象 Ｕ-12・U11・Ｕ10・Ｕ9・Ｕ8
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    Sports Believe Party
　　　スポーツ信行の会

ご挨拶

主　　　催 関西スポーツ信行の会　SBP 主　　　管 　　　　　チャクラネスト

後　　　援 NPO法人大和ふれあいスポーツクラブ

日　　　程 6/6Ｕ12　6/12Ｕ12　6/13Ｕ8　6/19Ｕ11Ｕ9　6/20　6/26Ｕ11Ｕ9

場　　　所 26.27日大和郡山市西池グラウンド〔奈良県大和郡山市北西町48-1〕
6日二階堂グラウンド（奈良県天理市嘉幌町520）駐車場は天理市嘉幌町491
12日登美ヶ丘球技場（奈良県奈良市北登美ヶ丘1丁目3-5）

13日額田部運動公園グランド（奈良県大和郡山市額田部北町642）

19日田原本健民グランド（奈良県磯城郡田原本町西井上3-3）

名　　　称 みなづき杯

表　　　彰 優勝チームにトロフィー授与/準優勝チームに景品又はトロフィ/各チームにMVP賞状

競　　　技 ①日本サッカー協会の「サッカー競技規則」による。
②8人制で行い、選手の交代については「自由な交代」とする。
③トーナメント戦（同点時は即サドンデスＰＫ）、又はリーグ戦後順位決定戦
④試合時間　　組合せページに記載
⑤コート　70×48　少年用ゴール
⑥進行都合上、試合終了の際のセレモニー・挨拶及びベンチ挨拶は無し
⑦開会式閉会式は行いません。１人審判制。審判服指定なし

参 加 費 1学年1チーム  6.000円 （当日、本部にてお支払いください。）

　全会場の注意事項 ①全会場、お車の駐車可能台数、各1学年1チーム4台以内
マイクロバス駐車可(2チーム参加のチームは、計10台)　大型バス不可。
②全会場、8時30分開門（生駒市いも山Ｇは9時）です
施設及び駐車場へも8時30分以降（いも山Ｇは9時）に到着し、
早く到着して開門待ちをしないようにしてください。
*施設内以外は駐車厳禁です
第1試合第2試合目のチームは南側駐車場(奥側)へまわってください
③原則雨天決行。万が一警報・雷・積雪・災害時は7時までに決定し中止連絡します。
④大会中におきた事故・事件及び全てのトラブルについて主催者は一切の責任を負わない。
⑤お車のアイドリング禁止、ご近所からクレームがありました。

治道小学校 校内が満車の場合は校門向いの砂利の敷地に駐車可能（大和郡山市の荷台が置いてある敷地）
治道小学校 *自動販売機の前や道路沿いは一時停止及び駐車厳禁です*

コロナウイルス感染予防対策
・各チーム来場者数、観戦者をできるだけ抑えて下さい
・選手以外はマスクをご着用ください
・頻繁に手洗いうがいをしてください
・各チームの本部挨拶を割愛
・体調の悪い方（発熱風邪の症状など）は参加をお控えください

  大会運営問合せ先 　　　☆　　SPB事務局　　　080-4767-3410　　muraicn@yahoo.co.jp

　第9回 みなづき杯　

拝啓、　貴チームにおかれましては、ますますご発展のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただ
き、厚く御礼申し上げます。この度、当クラブ主催大会にご参加いただき誠にありがとうございます。各チームの選手交
流の場に、またチーム強化に利用していただければと思います。スタッフ一同、参加される全チーム・全選手が気持ち
良くサッカーに打ち込める環境を作れるよう努力したいと思いますので何卒宜しく御願い申し上げます。また行き届か
ぬ点、多々あるかと存じますが何卒ご容赦下さいますようお願い申し上げます。　敬具

大会要項



     Ｕ-8

チャクラ 六条 末広 サルヴァジソウザ 太秦 勝点 勝 負 分 得点 失点 得失差 順位

*

*

*

*

*

▼２０分１本（時間止めず10分経過したタイミングで、ミーティング無しの給水）

① 12:40

② 13:05

③ 13:30

④ 13:55

⑤ 14:20

⑥ 14:45

⑦ 15:10

⑧ 15:35

⑨ 16:00

⑩ 16:25

17：00片づけ終了

※進行時間については前倒しでお願い致します。
※進行の都合上、試合終了の際のセレモニー・挨拶及びベンチ挨拶は行わない。
※時間通り進行できるよう・試合後のベンチ入替り・審判準備等のご協力お願い致します。
※後半審判のチームは試合終了後、本部の対戦表にご記入ください。

チャクラネスト VS 太秦サッカー少年団 左

太秦サッカー少年団 VS 宝塚末広ＦＣ 左

六条ＦＣ VS サルヴァジソウザ 左

宝塚末広ＦＣ VS 六条ＦＣ 左

サルヴァジソウザ VS チャクラネスト 左

チャクラネスト VS 宝塚末広ＦＣ 左

サルヴァジソウザ VS 太秦サッカー少年団 左

宝塚末広ＦＣ VS サルヴァジソウザ 左

太秦サッカー少年団 VS 六条ＦＣ 左

太秦

6/13額田部運動公園Ｇ

時間 審判

六条ＦＣ VS チャクラネスト 左

　　　　　　第9回 みなづき杯 2021

リーグ表

チャクラ

六条

末広

サルヴァジソウザ



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

10月27日

10月27日

10月28日

10月28日

11月17日

11月17日

11月18日

11月18日

11月23日

11月25日

12月22日

12月22日

12月23日

12月23日

12月24日

月日

1月5日

1月20日

1月26日

1月26日

1月27日

1月27日

2月17日

2月23日

2月23日

2月24日

2月24日

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

CNバレンタインカップ　U9 AVANTI東大阪 YF　NARATESORO

CNバレンタインカップ　U8 フォルテＦＣ　 西京極JSC

CNバレンタインカップ　U12 チャクラネスト チャクラネスト

CNバレンタインカップ　U10 YF　NARATESORO リトルFC

郡山金杯　U10 センアーノ神戸 FC　TIAMO

郡山金杯　U11 シャーク大阪 FCヴェルメリオ

2019年　SBP大会結果一覧

郡山金杯　U9 シャーク大阪 センアーノ神戸

新王杯　U11 TSA センアーノ神戸

郡山金杯　U8 センアーノ神戸 ラランジャ学研都市

郡山金杯　U12 チャクラネスト リトルFC

大会名 優勝 準優勝

師走杯　U10 太秦サッカー少年団 矢田コンドルFC

師走杯　U12 チャクラネスト 京都田辺FC

師走杯　U10 TSA 野洲JFC

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
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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

秋華杯　U11 センアーノ神戸 センアーノ神戸Ⅱ

秋華杯　U9 石切東FC FC　オンセ

秋華杯　U12 チャクラネスト 八幡サッカーメイツ

秋華杯　U10 CAOS　FC 富雄FC

菊花杯　U11 TSA TSAⅡ

菊花杯　U9 太秦サッカー少年団 TSA

菊花杯　U12 宇山SC　 富雄FC

菊花杯　U10 センアーノ神戸 センアーノ神戸Ⅱ

菊花杯　U8 センアーノ神戸 センアーノ神戸Ⅱ

菊花杯Ⅱ　U10 南港サウスマンFC APLAUSO.FC

師走杯　U11 ディアブロッサ大阪 シャーク大阪

師走杯　U9 シャーク大阪 アミティエ草津




