
 

 

第４４回Ｊ:ＣＯＭ 東上・川越杯争奪川越市少年サッカー親善大会 

実施要項 

 

主   旨：サッカーを通して少年の心身の健全な発育を育成し、少年スポーツの振興、  

      発展、技術の向上を期す。 

主   催：川越市サッカー協会 川越市サッカー少年団 株式会社ジェイコム埼玉・東日本 

主   管：川越市サッカー少年団 

特 別 協 賛：川越ロータリークラブ 埼玉ＧＹ株式会社 

 

大会役員     ： 

大会会長      川越市サッカー協会 会長           

副 会 長      株式会社ジェイコム埼玉・東日本 代表取締役   

      川越ロータリークラブ 会長 

      埼玉ＧＹ株式会社 代表取締役社長 

      川越市サッカー協会 副会長  

      同         

実行委員長 川越市サッカー少年団 副会長           

副委員長      川越市サッカー協会 理事長  

      株式会社ジェイコム埼玉・東日本 東上・川越局 局長 

      川越ロータリークラブ 幹事 

川越ロータリークラブ 奉仕プロジェクト部門 委員長 

実行委員      株式会社ジェイコム埼玉・東日本 東上・川越局  

地域プロデューサー  

同 

      川越ロータリークラブ 青少年奉仕部門 委員長 

      埼玉ＧＹ株式会社 地域ディレクター 

大会顧問      川越市サッカー少年団 顧問 

      川越市サッカー協会 顧問 

      同 

運営委員長 川越市サッカー少年団 理事長 

副委員長      川越市サッカー少年団 理事 

総務委員      川越市サッカー少年団 会計 

       同 

審判委員長 川越市サッカー少年団 理事 

副委員長      同 

運営委員      同 

      同 

      同 

      同 

      同 

      同 

      同 

       

 

金澤 勝 

平岩 光現 

石井 成人 

千葉 哲也 

池田 清  

上野 智 

中泉 勉 

飯田 秀敏 

柏倉 猛 

野溝 守 

齋藤 智 

伊東 毅 

 

荻野 慎太郎 

高橋 哲彦 

長浜 大輔 

中野 清 

中野 英幸 

須賀 昭夫 

佐野 元次 

永島 義明 

田中 勲 

平原 充雄 

坂代 暁生 

山本 直毅 

宮川 真 

武田 和志 

嶋  弘光 

高橋 泰博 

藤沢 健太 

飯塚 弘明 

細田 旅生 

上田 純一  北村 英雄  伊藤 啓人  佐藤 亮   君島 宏樹 

浅野 幸喜  一丸 大輔  坂本 勇次  井部 衞   飯島 拓海 

中垣 昭綱  荻原 常男  渡辺 政勝  引地 晃康  澤田 裕明 

吉野 達也  坂本 篤美  安斉 秀勝  高杉 学   小暮 健太 

 



 

 

１．エントリー：１部(６年生以下)   ２部(５年生以下) 

２．大会日程     ：令和 ５年 １月２８日（土）開会式及び１部予選リーグ 

              １月２９日（日）２部予選リーグ 

              （※１日２８日が中止の場合は、開会式は１月２９日に実施する。） 

              ２月 ４日（土）２部決勝トーナメント 

              ２月 ５日（日）１部決勝トーナメント 

              ２月１１日（祝）１部又は２部予備日 

              ２月１２日（日）１部又は２部予備日 

              ２月１８日（土）１・２部準決勝・決勝 

              ２日１９日（日）予備日 

３．会   場：川越運動公園陸上競技場、芳野台グラウンド、上戸サッカー場 ほか 

        ※予備日の場合、会場を変更する場合がある。 

４． 競技方法及び競技規則： 

１）本大会の全ての試合は、８人制で行う。 

２）予選リーグ 

    １部３チーム７ブロック・２部３チーム７ブロックでリーグ戦を行い、各ブロック１位、 

２位のチームが決勝トーナメントに進出できる。順位の決定は以下の方法で決定する。 

勝点（勝ち：３点 分け：１点 負け：０点） 

① 勝点の多い順 ② 得失点差の多い順 ③ 得点の多い順 ④ 対戦チームの勝者 

⑤ 以上で決しない場合はＰＫ戦 

  ３）決勝トーナメント 

    予選リーグ１、２位のチームにより行う。 

４） 競技時間は４０分（２０分―５分―２０分）とする。 

決勝トーナメントは、規定の競技時間内に勝敗が決しない場合は、ペナルティーマークか 

らのキックにより勝者となるチームを決定する。なお、決勝戦のみ１０分（５分ハーフ） 

の延長戦を行う。延長戦に入る前のインターバルは３分、ペナルティーマークからのキッ 

クに入る前のインターバルは１分とする。 

５） 次のアからカの他は、日本サッカー協会競技規則2022/2023による。 

ア．１チーム８人の競技者によって行い、競技者のうち１人はゴールキーパーとする。 

試合中、８人未満になり選手の補充ができない場合は、そのまま続行する。 

（６人以上で試合成立とする。） 

イ． 退場者が出た場合は、交代要員の中から競技者を補充することができる。 

ウ．競技のフィールドは６８ｍ×５０ｍとし、ゴールは５ｍ×２．１５ｍとする。 

使用球は４号公認ボールとする。 

エ．キックオフから直接得点をすることはできない。キックオフからのボールが直接相手 

ゴールに入った場合は相手チームのゴールキックで再開する。 

オ．ペナルティーマークからのキックにより勝者となるチームを決定する場合は、出場中 

の競技者３人により行う。 

カ．不正行為により退場（退席）を命じられた選手（指導者）は次の１試合を出場停止とする。 

また、警告については累積２回の場合についても同様とする。 

６） 登録選手（１６人以内）の範囲内で自由な交代とし、交代ゾーンを使用する。 

・交代は、主審の承認を得ることなく、ボールがインプレー中、アウトオブプレー中にか 

かわらず行うことができる。 

・ゴールキーパーの交代は、ボールがアウトオブプレーのときに、主審に通知し、主審の 

承認を得て行う。 

・交代で退く競技者が負傷している場合は、主審の承認を得た上でどこからフィールドを 

離れても良い。 

７）三位決定戦は行わない。 



 

 

５．試合の進め方に関する留意点：（原則） 

１）握手・円陣・整列・肩組み・ハイタッチ・抱擁は行わない。 

２）試合開始前（及びＰＫ戦の前）は、審判団と両チームキャプテンのみでコイントスを行い、

他の選手はエンドが決まってから、そのエンドに整列せずに入場する。 

３）試合中の声を出す指導者は、原則として①同時に１人で、②立ち上がり・前にでて、③大

声になりすぎない、といった点に配慮する。（飛沫拡散を抑制） 

４）試合終了直後、審判団と両チームキャプテンのみで試合結果を確認し、他の選手は速やか

に自チームベンチへ整列せずに退出する。 

※ただし、試合開始前、試合終了直後のセレモニー（整列しての挨拶）は、可とする。 

６．審    判：参加チーム帯同の審判員で行う。 

７．シード権：１部・２部ともに、市民体育祭Ａ・Ｂクラス上位４チームにシード権を与える。 

８．大会注意事項： 

  １）午前６時３０分に試合の有無を決定する。 

    中止の場合は、川越市サッカー少年団ホームページの大会開催情報に掲載する。 

      URL：http://kawagoejs.web.fc2.com/ 

招待チームには大会本部から連絡する。 

その他不明な点は 佐野 元次（運営委員長）に確認すること。 

  ２）大会当日、川越市各チーム１名７時３０分（開会式会場のみ）又は８時００分に各会場に

集合し、準備を行うこと。準備が終わり次第、代表者打合せを行う。 

  ３）試合中事故が生じた場合、応急処置は行なうが、その後はチーム代表者に一任する。 

  ４）大会予選リーグで敗退したチーム(招待チームは除く)は、最終日まで審判及び運営に協力 

すること。 

９．大会厳守事項： 

１）たばこの吸殻、空き缶・空き瓶などのゴミは各チームで処理し、会場に残さず収納して持 

ち帰ること。 

２）送迎などに使用する車は必要最低限とし、所定の場所に駐車し、チーム名が判るように必

ず駐車証を掲示すること。（芳野台グラウンド等は、指導者を除き各チーム５台とする。） 

また、路上駐車などで、近隣の住民・会場管理者に迷惑をかけないようにすること。 

３）喫煙は、指定の喫煙場所で行うこと。（川越運動公園施設内は、全て禁煙。） 

４）指導者は言動に注意すること。 

１０．開 会 式：令和５年１月２８日（土） 午前９時００分（集合時間 午前８時３０分） 

           場所 川越運動公園陸上競技場 

           川越市のチームは１部・２部とも参加のこと。※プラカード持参 

招待チームは１部のみで可能な限り参加をお願いします。※プラカード持参 

１１．閉 会 式：令和５年２月１８日（土） 決勝戦終了後  

場所 川越運動公園陸上競技場 

   ※開会式・閉会式については、コロナの状況により開催について、変更する場合がある。 

１２.運営協力： 

１）予選リーグ（１部） 川越パンサー・ダイナモ川越・川越ライオンズ・川鶴ＦＣ 

〃  （２部） 川越ヤンガース・ＦＣ古谷・芳野ファースト・霞ヶ関少年 

  ２）決勝トーナメント（１部・２部共通）Ｇブロック２位、Ｃブロック２位（川越市のみ） 

 

【注意事項】  

（１）埼玉県サッカー協会４種少年連盟『サッカー活動の再開に向けたガイドライン（第３版）』及

び埼玉県西部地区少年サッカー連絡協議会『埼玉西部地区での大会運営に関する新型コロナ

ウィルス感染拡大予防ガイドライン』を遵守の上、大会参加関係者は、感染拡大予防に協力

すること。 

（２）各チーム代表者は、大会参加する選手、指導者及び保護者（応援を含む）について、会場に

到着後速やかに『大会会場利用者名簿』を本部に提出すること。 



 

 

（３）選手は、試合時間にあわせて集合し、試合終了後は速やかに帰宅すること。 

（４）当日、参加する選手、指導者及び保護者は、咳エチケット、手洗いうがい、アルコール消毒

を積極的に行うこと。 

（５）マスクを持参し、必ず着用すること。（試合中は除く。） 

（６）選手、指導者及び保護者で、発熱、咳、全身痛などの症状がある場合や、体調に不安がある

場合には、必ず参加を控えること。 

（７）グラウンドではあるが、『３つの密』密閉空間、密集場所、密接会話を避けること。 

（８）大声での発声、声援、又は近接した距離での会話は行わないこと。 

 



　
　
　
　

　
　
　

　 　　　　　　　　　　　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　 　　　　　　　　　　　
　
　

1部　予選リーグ組合せ

2部　予選リーグ組合せ

第４４回J:COM 東上・川越杯争奪川越市少年サッカー親善大会

Ａブロック

Ａ１ 川越パンサー

Ａ２ 新座スカイファイターズ

Ａ３ ファースト・芳野

Ｂブロック

Ｂ１ ＦＣ鶴ヶ島

Ｂ２ 川越笠幡ＦＣ
Ｂ３ 霞ヶ関少年ＳＣ

Ｃブロック

Ｃ１ 川越ストロングス

Ｃ２ プレジールＳＣ
Ｃ３ 川越スパークス

Ｄブロック

Ｄ１ 勝瀬ふじみ野ＳＣ
Ｄ２ にっさいＦＣ
Ｄ３ ダイナモ川越ＦＣ

Ｅブロック

Ｅ１ 川越ライオンズ

Ｅ２ 川越ヤンガース
Ｅ３ 古谷・イレブンス

Ｆブロック

Ｆ１ 川越岡田ＳＣ

Ｆ２ ＮＵ広谷ＳＣ
Ｆ３ 川越福原ＳＣ

Ｇブロック

Ｇ１ 川越バッハロー
Ｇ２ 川越ひまわりＳＣ

Ｇ３ 川鶴ＦＣ

Ａブロック

Ａ１ 川越ヤンガース

Ａ２ 東松山ペレーニアＦＣ
Ａ３ パンサー・イレブンス

Ｂブロック

Ｂ１ 川鶴ＦＣ

Ｂ２ 柳瀬レッドローズ
Ｂ３ 川越岡田ＳＣ

Ｃブロック

Ｃ１ 川越福原ＳＣ（Ａ）

Ｃ２ イーグルファイター
Ｃ３ 川越スパークス

Ｄブロック

Ｄ１ 川越笠幡ＦＣ
Ｄ２ 狭山台グリーンＳＣ
Ｄ３ ＦＣ古谷

Ｅブロック

Ｅ１ 芳野・ファースト

Ｅ２ 川越ライオンズ
Ｅ３ ダイナモ川越ＦＣ

Ｆブロック

Ｆ１ キックＳＣ

Ｆ２ 川越福原ＳＣ（Ｂ）
Ｆ３ 川越ひまわりＳＣ

Ｇブロック

Ｇ１ ＮＵ広谷ＳＣ
Ｇ２ 川越ストロングス

Ｇ３ 霞ヶ関少年ＳＣ



コート 時間 主審

①　９：３０ 川越ヤンガース Ａ１ － Ａ２ 東松山ペレーニア 川鶴ＦＣ 柳瀬レッドローズ 川越岡田ＳＣ

②１０：２０ 川鶴ＦＣ Ｂ１ － Ｂ２ 柳瀬レッドローズ 川越ヤンガース 東松山ペレーニア パンサー・イレブンス

陸上競技場 ③１１：１０ 川越ヤンガース Ａ１ － Ａ３ パンサー・イレブンス 柳瀬レッドローズ 川越岡田ＳＣ 川鶴ＦＣ

Ａ ④１２：００ 川鶴ＦＣ Ｂ１ － Ｂ３ 川越岡田ＳＣ 東松山ペレーニア パンサー・イレブンス 川越ヤンガース

⑤１２：５０ 東松山ペレーニア Ａ２ － Ａ３ パンサー・イレブンス 川越岡田ＳＣ 川鶴ＦＣ 柳瀬レッドローズ

⑥１３：４０ 柳瀬レッドローズ Ｂ２ － Ｂ３ 川越岡田ＳＣ パンサー・イレブンス 川越ヤンガース 東松山ペレーニア

①　９：３０ 川越福原ＳＣ（Ａ） Ｃ１ － Ｃ２ イーグルファイター 川越笠幡ＦＣ 狭山台グリーンＳＣ ＦＣ古谷

②１０：２０ 川越笠幡ＦＣ Ｄ１ － Ｄ２ 狭山台グリーンＳＣ 川越福原ＳＣ（Ａ） イーグルファイター 川越スパークス

陸上競技場 ③１１：１０ 川越福原ＳＣ（Ａ） Ｃ１ － Ｃ３ 川越スパークス 狭山台グリーンＳＣ ＦＣ古谷 川越笠幡ＦＣ

Ｂ ④１２：００ 川越笠幡ＦＣ Ｄ１ － Ｄ３ ＦＣ古谷 イーグルファイター 川越スパークス 川越福原ＳＣ（Ａ）

⑤１２：５０ イーグルファイター Ｃ２ － Ｃ３ 川越スパークス ＦＣ古谷 川越笠幡ＦＣ 狭山台グリーンＳＣ

⑥１３：４０ 狭山台グリーンＳＣ Ｄ２ － Ｄ３ ＦＣ古谷 川越スパークス 川越福原ＳＣ（Ａ） イーグルファイター

①　９：３０ 芳野・ファースト Ｅ１ － Ｅ２ 川越ライオンズ ＮＵ広谷ＳＣ 川越ストロングス 川越ひまわりＳＣ

②１０：２０ ＮＵ広谷ＳＣ Ｇ１ － Ｇ２ 川越ストロングス 芳野・ファースト 川越ライオンズ キックＳＣ

芳野台G ③１１：１０ 芳野・ファースト Ｅ１ － Ｅ３ ダイナモ川越ＦＣ 川越福原ＳＣ（Ｂ） ＮＵ広谷ＳＣ 川越ストロングス

Ａ ④１２：００ 　 　 　

 ⑤１２：５０ 川越ライオンズ Ｅ２ － Ｅ３ ダイナモ川越ＦＣ キックＳＣ ＮＵ広谷ＳＣ 霞ヶ関少年ＳＣ

⑥１３：４０ 川越ストロングス Ｇ２ － Ｇ３ 霞ヶ関少年ＳＣ ダイナモ川越ＦＣ 川越福原ＳＣ（Ｂ） 川越ひまわりＳＣ

①　９：３０ キックＳＣ Ｆ１ － Ｆ２ 川越福原ＳＣ（Ｂ） 霞ヶ関少年ＳＣ ダイナモ川越ＦＣ ダイナモ川越ＦＣ

②１０：２０ 　 　 　

芳野台G ③１１：１０ キックＳＣ Ｆ１ － Ｆ３ 川越ひまわりＳＣ 川越ライオンズ 霞ヶ関少年ＳＣ 川越ライオンズ

Ｂ ④１２：００ ＮＵ広谷ＳＣ Ｇ１ － Ｇ３ 霞ヶ関少年ＳＣ 川越ひまわりＳＣ 川越福原ＳＣ（Ｂ） キックＳＣ

 ⑤１２：５０ 川越福原ＳＣ（Ｂ） Ｆ２ － Ｆ３ 川越ひまわりＳＣ 川越ストロングス 芳野・ファースト 芳野・ファースト

⑥１３：４０ 　 　 　

試合時間　：２０分ー５分－２０分

組み合わせ 副審

第４４回J:COM 東上・川越杯争奪川越市少年サッカー親善大会

２０２３．１．２８

予選リーグ組合せ（２部）



Aブロック 川越ヤンガース 東松山ペレーニア パンサー・イレブンス 勝点 得点 失点 得失点差 順位

川越ヤンガース ＊＊＊ 　 　

東松山ペレーニア 　 ＊＊＊ 　

パンサー・イレブンス 　 　 ＊＊＊

Ｂブロック 川鶴ＦＣ 柳瀬レッドローズ 川越岡田ＳＣ 勝点 得点 失点 得失点差 順位

川鶴ＦＣ ＊＊＊ 　 　

柳瀬レッドローズ 　 ＊＊＊ 　

川越岡田ＳＣ 　 　 ＊＊＊

Ｃブロック 川越福原ＳＣ（Ａ） イーグルファイター 川越スパークス 勝点 得点 失点 得失点差 順位

川越福原ＳＣ（Ａ） ＊＊＊ 　 　

イーグルファイター 　 ＊＊＊ 　

川越スパークス 　 　 ＊＊＊

Ｄブロック 川越笠幡ＦＣ 狭山台グリーンＳＣ ＦＣ古谷 勝点 得点 失点 得失点差 順位

川越笠幡ＦＣ ＊＊＊ 　 　

狭山台グリーンＳＣ 　 ＊＊＊ 　

ＦＣ古谷 　 　 ＊＊＊

Ｅブロック 芳野・ファースト 川越ライオンズ ダイナモ川越ＦＣ 勝点 得点 失点 得失点差 順位

芳野・ファースト ＊＊＊ 　 　

川越ライオンズ 　 ＊＊＊ 　

ダイナモ川越ＦＣ 　 　 ＊＊＊

Ｆブロック キックＳＣ 川越福原ＳＣ（Ｂ） 川越ひまわりＳＣ 勝点 得点 失点 得失点差 順位

キックＳＣ ＊＊＊ 　 　

川越福原ＳＣ（Ｂ） 　 ＊＊＊ 　

川越ひまわりＳＣ 　 　 ＊＊＊

 

Ｇブロック ＮＵ広谷ＳＣ 川越ストロングス 霞ヶ関少年ＳＣ 勝点 得点 失点 得失点差 順位

ＮＵ広谷ＳＣ ＊＊＊ 　 　

川越ストロングス 　 ＊＊＊ 　

霞ヶ関少年ＳＣ 　 　 ＊＊＊

２部　予選リーグ ２０２３．１．２９

第４４回J:COM 東上・川越杯争奪川越市少年サッカー親善大会



2月18日

Ａ⑤１３：３０

２部　決勝トーナメント　＜川越陸上競技場＞

2月18日

Ａ①　９：３０

Ｇ２位

陸上競技場

Ａ①　９：３０Ｆ２位

Ｂ⑤１３：３０

Ｅ２位

2月18日

Ｂ④１２：３０

陸上競技場

Ａ③１１：３０

Ａ２位

Ｄ１位

Ａ１位

Ａ②１０：３０

Ｅ１位

Ｂ①　９：３０

Ｂ③１１：３０

Ｂ①　９：３０

２月４日（予備日１１日・１２日）・１８日（予備日１９日）

第４４回J:COM 東上・川越杯争奪川越市少年サッカー親善大会

Ｄ２位

Ｂ１位

Ｃ１位

陸上競技場

Ａ③１２：００

Ａ④１２：３０

Ｂ２位

Ｃ２位

Ｂ②１０：３０

Ｆ１位

Ｇ１位



 

コート 時間 主審

①　９：３０ 　 Ｇ２位 － Ｂ１位 　 Ｆ２位 Ｃ１位 Ｄ２位

②１０：３０ 　 Ｆ２位 － Ｃ１位 　 Ｅ１位 Ａ１位 Ｇ２位

陸上競技場 ③１１：３０ 　 Ｄ２位 － Ｅ１位 　 Ｂ１位 Ｆ２位 Ｃ１位

Ａ ④１２：３０ 　 Ａ１位 － Ａ①勝 　 Ｄ２位 Ｅ１位 Ｆ２位

⑤１３：３０ 　 Ａ②勝 － Ｂ②勝 　 Ｇ２位 Ｂ１位 Ａ１位

①　９：３０ 　 Ｂ２位 － Ａ２位 Ｅ２位 Ｄ１位 Ｃ２位

②１０：３０ 　 Ｅ２位 － Ｄ１位 　 Ｆ１位 Ｇ１位 Ｂ２位

陸上競技場 ③１１：３０ 　 Ｃ２位 － Ｆ１位 　 Ａ２位 Ｅ２位 Ｄ１位

Ｂ ④１２：３０ 　 Ｇ１位 － Ｂ①勝 　 Ｃ２位 Ｆ１位 Ｅ２位

⑤１３：３０ 　 Ａ③勝 － Ｂ③勝 　 Ｂ２位 Ａ２位 Ｇ１位

審判は、予選の結果により変更になる場合があります。

 

コート 時間 主審

①　９：３０ 　 Ｇ２位 － Ｂ１位 　 Ｆ２位 Ｃ１位 Ｄ２位

②１０：３０ 　 Ｆ２位 － Ｃ１位 　 Ｅ１位 Ａ１位 Ｇ２位

陸上競技場 ③１１：３０ 　 Ｄ２位 － Ｅ１位 　 Ｂ１位 Ｆ２位 Ｃ１位

Ａ ④１２：３０ 　 Ａ１位 － Ａ①勝 　 Ｄ２位 Ｅ１位 Ｆ２位

⑤１３：３０ 　 Ａ②勝 － Ｂ②勝 　 Ｇ２位 Ｂ１位 Ａ１位

①　９：３０ 　 Ｂ２位 － Ａ２位 Ｅ２位 Ｄ１位 Ｃ２位

②１０：３０ 　 Ｅ２位 － Ｄ１位 　 Ｆ１位 Ｇ１位 Ｂ２位

陸上競技場 ③１１：３０ 　 Ｃ２位 － Ｆ１位 　 Ａ２位 Ｅ２位 Ｄ１位

Ｂ ④１２：３０ 　 Ｇ１位 － Ｂ①勝 　 Ｃ２位 Ｆ１位 Ｅ２位

⑤１３：３０ 　 Ａ③勝 － Ｂ③勝 　 Ｂ２位 Ａ２位 Ｇ１位

審判は、予選の結果により変更になる場合があります。

組み合わせ 副審

２０２３．２．４

２０２３．２．５

第４４回J:COM 東上・川越杯争奪川越市少年サッカー親善大会

１部　決勝トーナメント　

組み合わせ 副審

２部　決勝トーナメント　



１部 ２部
第　１回大会 ヤンガース ファースト
第　２回大会 与野西北 城山
第　３回大会 与野西北 岩槻フェニックス
第　４回大会 北坂戸 岩槻フェニックス
第　５回大会 松二 高島平
第　６回大会 松二 仏子ブラックス
第　７回大会 船橋田喜野井 仏子ブラックス
第　８回大会 イレブンス FC東松山
第　９回大会 パンサー FC東松山
第１０回大会 イレブンス 本庄ホッパーズ
第１１回大会 上里FC ひまわりSC
第１２回大会 ひまわりSC FC東松山
第１３回大会 鶴ヶ島栄FC ビッグ１川口
第１４回大会 鶴ヶ島栄FC 福原SC
第１５回大会 ひまわりSC FC東松山
第１６回大会 笠幡FC FC古谷
第１７回大会 川鶴FC 東松山松二
第１８回大会 長鶴FC 福原SC
第１９回大会
第２０回大会 福原SC 上福岡少年
第２１回大会 FC古谷 福原SC
第２２回大会 福原SC 霞ヶ関少年
第２３回大会 FC鶴ヶ島・霞ヶ関少年 南ファイターズ・朝霞いずみ
第２４回大会 福原SC 東松山トレセン
第２５回大会 新座市選抜 福原SC
第２６回大会 福原SC 東松山トレセン
第２７回大会 新座市選抜 東松山トレセン
第２８回大会 新座市選抜 東松山トレセン
第２９回大会
第３０回大会 新座市選抜 福原SC
第３１回大会 新座市選抜 福原SC
第３２回大会 ヤンガース 福原SC
第３３回大会 ＦＣ新座 狭山台イレブン
第３４回大会 福原SC 東松山ぺレーニア
第３５回大会 福原SC 北坂戸SC
第３６回大会 狭山水富FC
第３７回大会 福原SC
第３８回大会 福原SC ダイナモ川越東FC
第３９回大会 新座西堀キッカーズ ダイナモ川越東FC(A)
第４０回大会 新座スカイファイターズ レアル狭山Ｊｒ．
第４１回大会 ダイナモ川越FC 福原SC
第４２回大会
第４３回大会 中　止

中　止

歴代優勝チーム

中　止

新座たけしのキッカーズ
新座たけしのキッカーズ

中　止

招待チーム一覧

１部 ※ 新座スカイファイターズ（新座市）
※ プレジールスポーツクラブジュニア（入間市）
※ ＦＣ鶴ヶ島（鶴ヶ島市）
※ にっさいＦＣ（坂戸市）
※ 勝瀬ふじみ野サッカークラブ（富士見市）

２部 ※ 東松山ペレーニアＦＣジュニア（東松山市）
※ 狭山台グリーンサッカークラブ（狭山市）
※ 柳瀬レッドローズジュニア（所沢市）


