
桜井スポーツ少年団２２期生 

公式戦結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年２月１１日（日） 卒団式 

親善黒松杯             第第第三三三位位位 

猪高杯               優優優   勝勝勝 

全日本小学生全国大会（西三河予選） 準準準優優優勝勝勝   

親善葵杯          準準準優優優勝勝勝 

全日本小学生全国大会（愛知県予選） 準準準優優優勝勝勝 

桜林カップ             第第第三三三位位位 

愛知県大会（西三河予選）      準準準優優優勝勝勝 

全日本小学生全国大会        ベベベ ススス トトト １１１ ６６６ 

愛知県大会             準準準優優優勝勝勝 

愛知県スポ少西三河大会       優優優   勝勝勝   

蒲郡大会              優優優   勝勝勝   

きらら杯              準準準優優優勝勝勝   

三河ジュニア連合大会        優優優   勝勝勝   

三尾大会              優優優   勝勝勝 



平成２８年度 

開催日 大会名 順位 試合結果 開催場所 

7月10日 親善黒松杯 第三位 予選① 桜井○ 8‐0 ●野場 西尾市坂田Ｇ 

予選② 桜井○ 14‐1 ●乙川・小山田 

準々決勝 桜井○ 6‐1 ●ヨンキース 

準決勝 桜井● 2‐3 ○イニックス 

9月 3日 全日本小学生 

新人大会 

西三河予選 

１回戦敗退 １回戦 桜井● 2‐7 ○竜美ヶ丘 西尾市坂田Ｇ 

1月22日 猪高杯 優勝 １試合目 桜井○ 7‐0 ●中部 牧野ヶ池緑地 

自由広場 ２試合目 桜井○ 3‐0 ●花ノ木 

３試合目 桜井○ 18‐1 ●貴船 

 

平成２９年度 

開催日 大会名 順位 試合結果 開催場所 

 4月16日 全日本小学生 

西三河予選 
準優勝 ２回戦 桜井○ 3‐0 ●六ツ美 西尾市坂田Ｇ 

準々決勝 桜井○ 4‐1 ●花ノ木 

 4月23日 準決勝 桜井○ 2‐1 ●竜美ヶ丘 

決 勝 桜井● 3‐5 ○桜林 

 4月30日 親善葵杯 準優勝 予選① 桜井○ 10‐0 ●岩津 岡崎中央 

総合公園 
予選② 桜井○ 9‐0 ●岡崎 jr. 

準々決勝 桜井○ 8‐0 ●三和 

準決勝 桜井○ 5‐4 ●ときわ 

決 勝 桜井● 2‐5 ○桜林 

 5月14日 全日本小学生 

愛知県予選 
準優勝 １回戦 桜井○ 10‐2 ●町田 蒲郡市浜町Ｇ 

準々決勝 桜井○ 9‐1 ●ときわ 

 5月28日 準決勝 桜井○ 7‐0 ●根石 

決 勝 桜井● 1‐9 ○桜林 

 6月10日 桜林カップ 第三位 予選① 桜井○ 3‐0 ●袋井 安城総合 

運動場公園 
予選② 桜井△ 0‐0 △ときわ 

 6月11日 準々決勝 桜井○ 8‐0 ●岩倉 

準決勝 桜井● 3‐6 ○竜美ヶ丘 

7月15日 愛知県大会 

西三河予選 

準優勝 １回戦 桜井△ 5‐5 △竜美ヶ丘 西尾市坂田Ｇ 

準々決勝 桜井○ 6‐0 ● 錦 

7月16日 準決勝 桜井○ 3‐0 ●六ツ美 

決 勝 桜井● 1‐3 ○桜林 

 



開催日 大会名 順位 試合結果 開催場所 

7月30日 全日本小学生 

全国大会 

ベスト 16 ２回戦 桜井○ 11‐2 ●鷹巣 熊野市総合Ｇ 

山崎運動公園 
 7月31日 ３回戦 桜井● 2‐3 ○和泉 

8月26日 愛知県大会 準優勝 １回戦 桜井○ 1‐0 ●岩倉 岡崎中央 

総合公園 
準々決勝 桜井△ 0‐0 △花ノ木 

8月27日 準決勝 桜井○ 7‐4 ●南部 

決 勝 桜井● 4‐8 ○桜林 

 9月30日 愛知県スポ少 

西三河大会 
優勝 予選① 桜井○ 8‐0 ●岡崎スポ 井田公園Ｇ 

予選② 桜井○ 2‐1 ●桜林 

11月 5日 蒲郡大会 優勝 予選① 桜井△ 0‐0 △東名古屋 蒲郡市浜町Ｇ 

予選② 桜井○ 2‐0 ●根石 

準々決勝 桜井○ 2‐1 ●竜美ヶ丘 

準決勝 桜井△ 0‐0 △桜林 

決 勝 桜井○ 3‐2 ●中部 

11月19日 五万石杯兼 

梅園 25周年記念 
予選敗退 予選① 桜井● 0‐2 ○桜林 常盤小 

予選② 桜井○ 4‐0 ●ときわ 

11月25日 西尾大会 予選敗退 

（９位） 

予選① 桜井○ 11‐0 ●岩津 西尾市坂田Ｇ 

予選② 桜井● 1‐3 ○六ツ美 

11月26日 ２位Ｔ① 桜井○ 24‐0 ●上地 

２位Ｔ② 桜井○ 4‐0 ●社南 

２位Ｔ③ 桜井○ 3‐0 ●花ノ木 

12月 3日 きらら杯 準優勝 予選① 桜井○ 1‐0 ●東部 西尾市坂田Ｇ 

予選② 桜井○ 11‐0 ●井田 

準々決勝 桜井○ 2‐1 ●桜林Ｂ 

準決勝 桜井○ 3‐1 ●中部 

決 勝 桜井● 0‐9 ○桜林 

12月 9日 花スポ杯交流大会 ベスト８ 予選① 桜井○ 15‐1 ●町田 花ノ木小 

予選② 桜井○ 1‐0 ●根石 

12月10日 準決勝 桜井● 1‐4 ○桜林 

12月16日 三河ジュニア 

連合大会 

優勝 予選① 桜井○ 19‐0 ●形原 西尾市坂田Ｇ 

予選② 桜井○ 3‐2 ●根石 

準々決勝 桜井○ 4‐0 ●ときわ 

準決勝 桜井○ 1‐0 ●竜美ヶ丘 

決 勝 桜井○ 2‐1 ●桜林 

 

 

 



開催日 大会名 順位 試合結果 開催場所 

12月 17日 三尾大会 優勝 準々決勝 桜井○ 18‐0 ●清水 岩倉市立 

曽野小 準決勝 桜井○ 8‐5 ●三和 

決 勝 桜井○ 5‐0 ●花ノ木 

 

公式戦（親善黒松杯～三尾大会） 

１８大会６５試合 

４７勝１３敗５分 

 

 

 

 

 

⑩ 平山 直輝  ① 酒井 嵩河 

⑨ 山本 恭也  ② 杉山 湊太 

④ 小納谷佳吾  ⑥ 鈴木 来幸 

⑦ 吉村 颯将  ⑪ 加藤 大規 


