
特定非営利活動法人町田ＪＦＣ

＊施設には直接電話をしないで下さい
相原中央グランド 住所： 町田市相原町２２４８

大会実施年度の公益財団法人日本サッカー協会競技規則による。
ただし、以下の項目については大会規則を定める。

通常　　　　　　　 　３０分（１５分－５分－１５分）
WBGT２５℃以上　飲水タイムを取る（ランニングタイム）　
WBGT２８℃以上　３０分（６分－３分－６分・５分・６分－３分－６分）ｸｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾚｲｸ３分
WBGT３１℃以上　中止（途中中止もあります）
８人制

出場選手及び審判は５分前に集合すること。

フィールド選手及びキーパーとも２色用意すること。試合前に両チーム相談のうえ決
めておいて下さい。

【予選リーグ・順位決定戦】

勝ち点（勝３、分１、負０）、得失点差、得点数、対戦相手、抽選

予選１位同士及び決勝戦が同点の場合のみＰＫ戦（３人）を行います。

ご協力をお願い致します。（審判服着用でお願い致します）
※予備審上着着用可

決勝戦終了後行います。優勝・準優勝チームは参加して下さい。

混雑を避けるため各チームお車は５台（マイクロバスは２台分）までとさせて頂きます。
駐車は、臨時駐車場（多目的広場）をご利用ください（無料）。
５台以降は、公園有料駐車場をご利用ください。
※路上駐車は絶対にしないで下さい。
※必ず駐車証を車のフロントガラスの前に置いて下さい。（指定の駐車証でお願いします）
※マイクロバスは、臨時駐車場にお停め下さい。
※駐車場内での事故損傷・盗難等については、一切責任は負いかねます。

WBGT値３１℃以上となった場合には、選手の体調面を考慮し、中止とさせて頂きます。
各チームにて、テントや氷等の準備をし、選手の体調面には充分にご配慮ください。
雨天中止の場合は、当日朝７時００分までに決定致します。
会場内は禁煙です。喫煙は所定場所（会場外）でお願い致します。
会場内にペットを入れないで下さい。（衛生上の関係のため）

桜　木　健　人 携帯電話

2019/7/8

主　　　　　　催

期　日・会　場 令和１年７月１３日（土）

③ 選　手　交　代 交代ゾーン（ハーフラインから３ｍ）を設け、自由な交代を認める。（制限なし）

大　会　担　当

参    加    費

表　　彰　　式

表　　　　　　彰

そ　　の　　他

審　　　　　　判

優勝/楯・賞状　　準優勝/楯・賞状　　全チーム/優秀選手賞（1名）

駐車について

④ 試　合　集　合

⑤ サ　　　イ　　　ズ コート６８ｍ×４８ｍ、ペナルティエリア１２m、ゴールエリア４m、センターサークル７ｍ

試　合　方　式

① リーグ順位決定

（５年生大会）

② 　順位決定戦

ペナルティマーク８m、ペナルティアーク７m、フリーキック時の壁との距離７m。
⑥ ユニフォーム

URL　　https://www.machidajfc.org

特定非営利活動法人町田ＪＦＣ

令和１年度　町田ＪＦＣサマーカップ

全ブロック／

競　技　規　則

① 競　技　時　間

② 選　手　人　数



会　　場　：

①

②

③

④

⑤

⑥

1 Ａ

2 Ｂ

3 Ａ

4 Ｂ

5 Ａ

6 Ｂ

7

8

9

町Ｊ－境川

鹿島キッカーズ（相模原市）

ラビットキッカーズ（千葉県）

ＦＣゴロアーズ（昭島市）

ＣＤ１位 町田ＪＦＣ
16:00

＊審判のご協力をお願いします。（決勝戦は町田ＪＦＣで行います）

10
決勝戦

ＡＢ１位 ｖｓ

15:20 Ａ３位 ｖｓ Ｂ３位 ８の勝 ８の負

14:40 Ａ２位 ｖｓ Ｂ２位 ７の勝 ７の負

休　　　　憩

14:00 Ａ１位 ｖｓ Ｂ１位 Ａ３位 Ｂ３位

13:00 ゴラアーズ ｖｓ 藤の台 ラビットＫ 鹿島Ｋ

12:20 鹿島Ｋ ｖｓ ラビットＫ 図　師 藤の台

11:40 藤の台 ｖｓ 図　師 境　川 ラビットＫ

11:00 ラビットＫ ｖｓ 境　川 ゴラアーズ 図　師

ゴラアーズ

10:20 ゴラアーズ ｖｓ 図　師 鹿島Ｋ 境　川

開始時間 A・Ｂブロック 主審 予備審

9:40 鹿島Ｋ ｖｓ 境　川 藤の台

町Ｊ－図師 ***

町Ｊ－藤の台 ***

***

Ｂブロック ゴラアーズ 藤の台 図　師 勝点 得失点 順位

***

***

***

対　　　戦　　　表

相原中央グランド　Ａ面（入口側）

Ａブロック 鹿島Ｋ ラビットＫ 境　川 勝点 得失点 順位



会　　場　：

①

②

③

④

⑤

⑥

1 Ｃ

2 Ｄ

3 Ｃ

4 Ｄ

5 Ｃ

6 Ｄ

7

8

9

南市川ＪＦＣ（千葉県）

＊審判のご協力をお願いします。

15:20 Ｃ３位 ｖｓ Ｄ３位 ８の勝 ８の負

14:40 Ｃ２位 ｖｓ Ｄ２位 ７の勝 ７の負

Ｃ１位 ｖｓ Ｄ１位 Ｃ３位 Ｄ３位14:00

13:00 綾　南 ｖｓ ＳＳＳ 南市川 南大野

休　　　　憩

12:20 南大野 ｖｓ 南市川 草　柳 ＳＳＳ

11:40 ＳＳＳ ｖｓ 草　柳 木　曽 南市川

11:00 南市川 ｖｓ 木　曽 綾　南 草　柳

10:20 綾　南 ｖｓ 草　柳 南大野 木　曽

開始時間 Ｃ・Ｄブロック 主審 予備審

9:40 南大野 ｖｓ 木　曽 ＳＳＳ 綾　南

町Ｊ－ＳＳＳ ***

草柳ＳＣ（大和市） ***

Ｄブロック 綾　南 草　柳 ＳＳＳ 勝点 得失点

綾南オレンジ（綾瀬市）

南大野ＳＳＳ（相模原市）

町Ｊ－木曽 ***

***

順位

***

順位

***

Ｃブロック 南大野 南市川 木　曽 勝点 得失点

対　　　戦　　　表

相原中央グランド　Ｂ面（奥側）



雨　　天　　中　　止２０１８年

～　　過　　去　　の　　栄　　光　　～

開催年度 優　　　勝 準　優　勝 ３　　　位

町Ｊ－ＳＳＳ 町Ｊ－町田第一

２０１５年 町Ｊ－SSS 南市川ＪＦＣ

草柳ＳＣ 町Ｊ－町田第一

町Ｊ－町田第一 ラビットキッカーズ

２０１６年

２０１７年

町Ｊ－ＳＳＳ 町Ｊ－藤の台

町Ｊ－境川 町Ｊ－木曽



相原中央グランド 

テニスコート 
多目的広場 

相原スポーツ広場 

管理事務所 

有料駐車場 


