
桜井スポーツ少年団１８期生 
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２０１４年３月２日（日） 卒団式 

全日本小学生新人全国大会     優優優   勝勝勝 

（西三河予選） 
 

全日本小学生全国大会       準準準優優優勝勝勝   
（西三河予選） 
 

たものき杯     優優優   勝勝勝   

みどり杯      準準準優優優勝勝勝   

 

全日本小学生全国大会        優優優   勝勝勝 

（愛知県予選） 
 

全日本小学生全国大会        ベベベススストトト８８８   
   

親善葵杯      第第第三三三位位位   

五万石杯      準準準優優優勝勝勝   

蒲郡大会      優優優   勝勝勝   

花ノ木杯      第第第三三三位位位   

きらら杯      準準準優優優勝勝勝   



２０１２年度 

開催日 大会名 順位 試合結果 開催場所 

9月 9日 全日本小学生 

新人戦西三河予選 

優勝 ２回戦 桜井○ 3‐1 ●三和 西尾市坂田Ｇ 

準々決勝 桜井○ 4‐1 ●上地 

9月15日 準決勝 桜井○ 2‐1 ●井田 

決 勝 桜井○ 4‐1 ●桜林 

10月 13日 全日本小学生 

新人戦愛知県大会 

予選敗退 １回戦 桜井● 2‐5 ○高針 西尾市坂田Ｇ 

 

２０１３年度 

開催日 大会名 順位 試合結果 開催場所 

 4月 14日 全日本小学生 

西三河予選 

準優勝 １回戦 桜井○ 15‐0 ●花ノ木 西尾市坂田Ｇ 

２回戦 桜井○ 10‐0 ●岡崎 Jr 

準々決勝 桜井○ 3‐0 ●米津 

 4月 21日 準決勝 桜井○ 10‐1 ●三和 

決 勝 桜井● 0‐4 ○桜林 

 4月 27日 たものき杯 優勝 １回戦 桜井○ 13‐0 ●南部 米津小 

準々決勝 桜井○ 5‐2 ●桜林 

準決勝 桜井○ 7‐0 ●師勝 

決 勝 桜井○ 4‐0 ●東部 

 4月 28日 みどり杯 準優勝 予選① 桜井○ 6‐2 ●岡崎 Jr 花ノ木小 

・西尾小 予選② 桜井○ 8‐0 ●花ノ木 

準々決勝 桜井○ 7‐1 ●中部 

準決勝 桜井○ 3‐1 ●井田 

決 勝 桜井● 2‐3 ○桜林 

 5月 12日 全日本小学生 

愛知県予選 

優勝 １回戦 桜井○ 3‐0 ●城東 蒲郡市浜町Ｇ 

２回戦 桜井○ 4‐1 ●東部 

 5月 18日 準決勝 桜井○ 10‐4 ●町田 

決 勝 桜井○ 5‐3 ●桜林 

 7月 20日 愛知県小学生 

西三河予選 

第五位 １回戦 桜井○ 15‐0 ●中部 西尾市坂田Ｇ 

２回戦 桜井○ 7‐0 ●岡崎スポ 

準々決勝 桜井● 0‐5 ○米津 

 7月 21日 ５決① 桜井○ 8‐1 ●六ツ美 

５決② 桜井○ 12‐0 ●梅園 

 

 

 



開催日 大会名 順位 試合結果 開催場所 

8月 3日 全日本小学生 ベスト８ １回戦 桜井○ 1‐0 ●ＯＨ 福島市 

十六沼公園 

スポーツ広場 

8月 4日 ２回戦 桜井○ 7‐0 ●白塚 

8月 5日 ３回戦 桜井○ 3‐1 ●十河 

準々決勝 桜井● 0‐2 ○向洋新町 

8月24日 愛知県小学生 ベスト８ １回戦 桜井○ 7‐0 ●竹林 岡崎中央総合

公園運動場 
準々決勝 桜井● 0‐3 ○米津 

 9月 22日 親善葵杯 第三位 予選① 桜井○ 10‐1 ●竜美ヶ丘 岡崎中央総合

公園球技場 予選② 桜井△ 3‐3 △桜林 

準々決勝 桜井○ 2‐1 ●米津 

準決勝 桜井● 3‐7 ○桜林 

 9月 28日 上地ＳＢ少年団 

３０周年記念大会 

予選敗退 予選① 桜井● 0‐1 ○竜美ヶ丘 蒲郡市浜町Ｇ 

予選② 桜井○ 3‐0 ●三和 

予選③ 桜井○ 11‐0 ●有度 

10月 6日 五万石杯 準優勝 予選① 桜井○ 8‐0 ●長田東 上地小 

・井田小 予選② 桜井○ 5‐1 ●上地 

準々決勝 桜井△ 2‐2 △桜林 

準決勝 桜井○ 7‐4 ●賤南 

決 勝 桜井△ 3‐3 △竜美ヶ丘 

11月 2日 三河ジュニア 

連合大会 

予選敗退 予選① 桜井● 1‐2 ○三和 西尾市坂田Ｇ 

予選② 桜井○ 9‐0 ●ときわ 

11月 3日 蒲郡大会 優勝 予選① 桜井○ 12‐0 ●ときわ 蒲郡市浜町Ｇ 

予選② 桜井○ 4‐0 ●鶴城 

準々決勝 桜井○ 6‐0 ●三和 

準決勝 桜井○ 3‐0 ●竜美ヶ丘 

決 勝 桜井○ 1‐0 ●井田 

12月 7日 花ノ木杯 第三位 予選① 桜井○ 10‐0 ●赤とんぼ 花ノ木小 

予選② 桜井○ 3‐0 ●鶴城 

12月 8日 １回戦 桜井○ 7‐0 ●梅園 

準々決勝 桜井○ 1‐0 ●高針 

準決勝 桜井△ 1‐1 △中部 

 2月 23日 きらら杯 準優勝 予選① 桜井○ 2‐0 ●井田 八ツ面小 

・西尾東高 予選② 桜井○ 10‐0 ●花ノ木 

準々決勝 桜井○ 14‐0 ●三和 

準決勝 桜井○ 2‐0 ●米津 

決 勝 桜井● 2‐4 ○桜林 

 



 

 

公式戦（新人戦～きらら杯） １６大会６３試合 

４９勝１０敗４分 

 

 

 

 

 

 

⑩ 進  一輝  ① 神谷 将大 

② 神谷 雄大  ③ 岡田 健汰 

④ 杉﨑 亮太  ⑤ 神谷 優衣 

⑦ 山崎 聖   ⑧ 野村 匠  


