
（４年生の部）

府中南ＦＣ 府中７ＦＣ 府中４ＢＫ ＦＣ多摩 ＭＩＰＦＣ 武蔵野選抜

府中市 府中市 府中市 多摩市 世田谷区 府中市

関前ＳＣ 小金井３ＫＳＣ

武蔵野市 小金井市

（５年生の部）

府中南ＦＣ 府中７ＦＣ 府中４ＢＫ ＦＣ多摩 ＭＩＰＦＣ ＦＣ多摩川ＪＲ

府中市 府中市 府中市 多摩市 世田谷区 昭島市

関前ＳＣ

武蔵野市 西東京市（10ブロック所属）

府中市関東村少年サッカー場　第３・第４コート

第１１回ウィンターリーグ

平成２７年２月８（日）/２月１１日（水）
予備日　なし

（参加チーム）

早稲田ユナイテッドＦＣ



●大会（リーグ戦）を通じて、選手・指導者の友好を深める。

●大会（リーグ戦）を通じて、選手のレベルアップを図る。

●８人制にて、ゲーム数を増やし、選手の出場機会を増やす⇒二日間で８ゲームの確保

１．参加選手資格

★５年生の部・・５年生以下、４年生の部・・４年生以下に該当する選手で構成する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・４年生の５年生の部への重複参加も認める

★傷害保険に加入している者（各チーム加入の傷害保険）

２．参加費

★１チーム １００００円 （４年生・５年生両カテゴリー参加チームは　２００００円）

*悪天候による１日開催でも、上記参加費にてお願いいたします

３．試合方法 両カテゴリーとも、総当たり予選リーグ後、

１．２位⇒１．２決定戦／３．４位⇒３．４位決定戦／５．６位⇒５．６位決定戦／７．８位⇒７．８位決定戦のプレーオフ

★１日目　（２月８日）　　　４年生の部・５年生の部とも予選リーグ　４試合

★２日目（２月１１日）

４年生の部・５年生の部とも、予選リーグ　３試合と最終順位決定戦(プレーオフ）　１試合

予選リーグの順位レギュレーション

①勝ち点（勝ち　３、負け　０、引き分け　１）

②得失点差

③総得点

④対戦者間勝者

同士で順位決定戦を行う　　１５分－５分－１５分にて

４．試合規則

★人数は　８人制で行います

★日本サッカー協会規則に準ずる。　但し、ＦＫ７ｍ、ＰＫ８ｍとする。

★試合時間は、１５分～５分～１５分　とする。

★選手の交代は、制限なしとする。

★試合球は４号縫いボールとする。（試合球は本部にて用意いたします）

★プレーオフ同点の場合は、リーグ戦上位チームのプライオリティーとして、上位チームの勝利とします

５．開催日

★２０１５年２月８日（日）･２月１１日（水）　　　両日とも各チーム４試合　

★予備日　　なし

６.開催場所

府中市関東村少年サッカー場　第３コート・第４コート

**グランドレイアウトは、別紙参照

7．審判

★１人制で行います。各チームの分担にてお願いします 当日朝に担当ゲームの審判カードをお渡しします

服装については、上着に審判服着用があれば他は防寒に努めてください。

８．表彰 ★すべてのチームに順位該当のトロフィー及び楯を授与する。　

★優勝・準優勝・第３位チームには、表彰状を授与する

★優勝・準優勝チームには、副賞として大会使用球を優勝２ケ、準優勝１ケを授与する

★各チームにより、優秀選手を１名選出していただき、メダル　他副賞を授与する

★優勝チームより　最優秀選手を１名選出していただき、メダル　及び　大会使用球を１ケ、他副賞を授与する。

●（２日目中止の場合）一日目のリーグ戦で全チームの勝ち点（以下規定により）で順位を決定し該当順位にて

トロフィー・楯・表彰状を授与します。 ＆ 各チームに１名の優秀選手のメダルを授与します。）

●(２日目だけの場合）　４チームリーグ後順位決定戦を行い、上記★印表彰の項目に順じます。

●1日目　ＡＭ８:４０分より監督会議（大会説明）を始めます。

大会目的

大会規定

●主催　府中市4チームはＡＭ７：４５より、グランド作りを始    め
ます。　府中南／７ＦＣ／４ＢＫ／武蔵野選抜

★２日目中止の場合、１日目の戦績にて、順位決定

★１日目中止の場合、２日目に４チームリーグ戦を行いＡ／Ｂ２グループの同じ順位



（試合時間　15-5-15）

４年生の部 コート レフリー コート レフリー

９：00～９：３５ ３コートＢ ＭＩＰＦＣ - 府中７ＦＣ 武蔵野選抜 ４コートＡ 府中４ＢＫ - 関前ＳＣ ＦＣ多摩

９：４０～１０：１５ ３コートＢ 武蔵野選抜 - 府中南 府中７ＦＣ ４コートＡ ＦＣ多摩 - 小金井３Ｋ 関前ＳＣ

開会式

1０：４５～１１：２０ ３コートＢ ＭＩＰＦＣ - 府中４ＢＫ 武蔵野選抜 ４コートＡ 府中７ＦＣ - 関前ＳＣ 小金井３Ｋ

１１：２５～１２：００ ３コートＢ 武蔵野選抜 - ＦＣ多摩 府中４ＢＫ ４コートＡ 府中南 - 小金井３Ｋ 府中7FC

１２：３０～１３：０５ ３コートＢ ＭＩＰＦＣ - 関前ＳＣ 渋谷東部 ４コートＡ 府中７ＦＣ - 府中４ＢＫ 府中南

１３：１０～１３．４５ ３コートＢ 武蔵野選抜 - 小金井３Ｋ ＭＩＰＦＣ ４コートＡ ＦＣ多摩 - 府中南 府中４ＢＫ

１４：００～１４：３５ ３コートＢ ＭＩＰＦＣ - 武蔵野選抜 ＦＣ多摩 ４コートＡ 府中７ＦＣ - 府中南 関前ＳＣ

１４：４０～１５：１５ ３コートＢ 府中４ＢＫ - ＦＣ多摩 ＭＩＰＦＣ ４コートＡ 関前ＳＣ - 小金井３Ｋ 府中南

（試合時間　15-5-15）

４年生の部 コート レフリー コート レフリー

９：00～９：３５ ３コートＢ ＭＩＰＦＣ - 府中南 府中４ＢＫ ４コートＡ 府中７ＦＣ - 武蔵野選抜 関前ＳＣ

９：４０～１０：１５ ３コートＢ 府中４ＢＫ - 小金井３Ｋ 府中南 ４コートＡ 関前ＳＣ - ＦＣ多摩 府中7FC

1０：４５～１１：２０ ３コートＢ ＭＩＰＦＣ - 潤徳Ｇ 府中４ＢＫ ４コートＡ 府中７ＦＣ - 小金井３Ｋ 武蔵野選抜

１１：２５～１２：００ ３コートＢ 府中４ＢＫ - 府中南 ＦＣ多摩 ４コートＡ 関前ＳＣ - 武蔵野選抜 小金井３Ｋ

１２：３０～１３：０５ ３コートＢ ＭＩＰＦＣ - 小金井３Ｋ 武蔵野選抜 ４コートＡ 府中７ＦＣ - ＦＣ多摩 府中南

１３：１０～１３．４５ ３コートＢ 府中４ＢＫ - 武蔵野選抜 ＭＩＰＦＣ ４コートＡ 関前ＳＣ - 府中南 府中7FC

１４：００～１４：３５ ３コートＢ 予選リーグ５位 - 予選リーグ６位 2位 ４コートＡ 予選リーグ７位 - 予選リーグ８位 4位

１４：４０～１５：１５ ３コートＢ 予選リーグ１位 - 予選リーグ２位 5位 ４コートＡ 予選リーグ３位 - 予選リーグ４位 7位

閉会式

４年生の部　時程

本部前

対戦 対戦

対戦 対戦

本部前

予選リーグ４試合２月８日（日）初日

予選リーグ３試合+プレーオフ最終順位決定戦２月１１日（水）２日目



（試合時間　15-5-15）

５年生の部 コート レフリー コート レフリー

９：00～９：３５ ３コートＡ 早稲田ＵＮ - 府中南 府中７ＦＣ ４コートＢ ＦＣ多摩 - ＦＣ多摩川Ｊ 関前ＳＣ

９：４０～１０：１５ ３コートＡ ＭＩＰＦＣ - 府中７ＦＣ 早稲田ＵＮ ４コートＢ 府中４ＢＫ - 関前ＳＣ ＦＣ多摩

開会式

1０：４５～１１：２０ ３コートＡ 早稲田ＵＮ - ＦＣ多摩 府中４ＢＫ ４コートＢ 府中南 - ＦＣ多摩川Ｊ 府中7FC

１１：２５～１２：００ ３コートＡ ＭＩＰＦＣ - 府中４ＢＫ 早稲田ＵＮ ４コートＢ 府中７ＦＣ - 関前ＳＣ ＦＣ多摩川Ｊ

１２：３０～１３：０５ ３コートＡ ＭＩＰＦＣ - 関前ＳＣ ＦＣ多摩川Ｊ ４コートＢ 府中７ＦＣ - 府中４ＢＫ 府中南

１３：１０～１３．４５ ３コートＡ 早稲田ＵＮ - ＦＣ多摩川Ｊ ＭＩＰＦＣ ４コートＢ ＦＣ多摩 - 府中南 府中４ＢＫ

１４：００～１４：３５ ３コートＡ 府中４ＢＫ - ＦＣ多摩 ＭＩＰＦＣ ４コートＢ 関前ＳＣ - ＦＣ多摩川Ｊ 府中南

１４：４０～１５：１５ ３コートＡ ＭＩＰＦＣ - 早稲田ＵＮ ＦＣ多摩 ４コートＢ 府中７ＦＣ - 府中南 関前ＳＣ

（試合時間　15-5-15）

５年生の部 コート レフリー コート レフリー

９：00～９：３５ ３コートＡ 府中４ＢＫ - ＦＣ多摩川Ｊ 府中南 ４コートＢ 関前ＳＣ - ＦＣ多摩 府中7FC

９：４０～１０：１５ ３コートＡ ＭＩＰＦＣ - 府中南 府中４ＢＫ ４コートＢ 府中７ＦＣ - 早稲田ＵＮ 関前ＳＣ

1０：４５～１１：２０ ３コートＡ 府中４ＢＫ - 府中南 ＦＣ多摩 ４コートＢ 関前ＳＣ - 早稲田ＵＮ ＦＣ多摩川Ｊ

１１：２５～１２：００ ３コートＡ ＭＩＰＦＣ - ＦＣ多摩 府中４ＢＫ ４コートＢ 府中７ＦＣ - ＦＣ多摩川Ｊ 関前ＳＣ

１２：３０～１３：０５ ３コートＡ 府中４ＢＫ - 早稲田ＵＮ ＭＩＰＦＣ ４コートＢ 関前ＳＣ - 府中南 府中7FC

１３：１０～１３．４５ ３コートＡ ＭＩＰＦＣ - ＦＣ多摩川Ｊ 早稲田ＵＮ ４コートＢ 府中７ＦＣ - ＦＣ多摩 府中南

１４：００～１４：３５ ３コートＡ 予選リーグ５位 - 予選リーグ６位 2位 ４コートＢ 予選リーグ７位 - 予選リーグ８位 4位

１４：４０～１５：１５ ３コートＡ 予選リーグ１位 - 予選リーグ２位 5位 ４コートＢ 予選リーグ３位 - 予選リーグ４位 7位

閉会式 本部前

２月１１日（水）２日目 予選リーグ３試合+プレーオフ最終順位決定戦

対戦 対戦

５年生の部　時程
２月８日（日）初日 予選リーグ４試合

対戦 対戦

本部前



●コート配置図及び諸注意

野球場 土手

側

入口 入口 入口 入口 　　　　入口 入口

注意事項

★大会での怪我の手当てについては、所属チームに一任する。

★火気の使用は、ハウス内だけになっております。グランドレベルでは厳禁です。

★ゴミは各チームで責任を持ってお持ち帰りください。

★車でお越しの場合は、選手大会関係者はサッカー場専用のエリアに駐車してください。（野球用には厳禁）

　　応援の保護者の方は、基本、関東村入り口の大駐車場　もしくは近隣駐車場をご利用ください。

施設内道路 駐車スペース有

ＷＬ大会
本部

←　至　味の素スタジアム　　　　　　　　　　　　　　　　　　外部一般道路側

３コートＢ　４年生用

グランド制作担当　府中南グランド制作担当　武蔵野選抜グランド制作担当　府中7FC

**３コート** **４コート**

野球場

水道・トイレ・喫煙所施設本部建物

関東村　府中市少年サッカー場
ウィンターリーググランド配置図

階段

グランド制作担当　府中4BK

４コートＡ　４年生用３コートＡ　５年生用 ４コートＢ　５年生用

こちら側の空いているスペースをベースとしてご自由な場所に位置取りしてください


