
大会名称：　ＭＦＡ６年生フットサルカップ２０１９

主催： （一社）町田サッカー協会

主管： （一社）町田サッカー協会　小学部

協力： （一社）町田サッカー協会フットサル委員会・ASVペスカドーラ町田

日程・会場： 平成３１年５月１９日（日）・町田市立総合体育館メインアリーナ。（決勝日調整中）

参加チーム： 参加チーム数は２４チームとする。

参加について：町田サッカー協会小学部に登録する各チーム所属の６年生以下を対象とする。

競技形式：

（１）当該チーム間の対戦成績
（２）当該チーム間の得失点差
（３）当該チーム間の総得点数
（４）コイントス

３．決勝トーナメントで同点の場合は、３人ＰＫとする（以下サドンデス）。

なお、キックオフ時にピッチ上に競技者が３名未満の場合は不戦敗とみなす。

競技規則：

（１）ピッチ：
大きさ　長さ-約３２ｍ×幅-約１６ｍ
センターサークルの半径　約２．５ｍ
ペナルティエリアの四分円の半径　約５ｍ
ペナルティマーク　約５ｍ
第２ペナルティマーク　約８ｍ
交代ゾーンの長さ　約４ｍ
※総合体育館メインアリーナピッチ上オレンジ色のラインをコートとする。

（２）その他：
守備側競技者がフリーキックの際に離れる距離　４ｍ
守備側競技者がコーナーキックの際に離れる距離　４ｍ
守備側競技者がキックインの際に離れる距離　４ｍ

２．試合時間

また、第三種以下のフットサル競技大会においては次の規則を適用する。
第12条　ファウルと不正行為

第16条ゴールクリアランス

用具 １．ユニフォーム

２．シューズ
屋内専用フットサルシューズ着用。※指導者も同様

実行委員：小山、大蔵　　担当役員：美野

実施要項

各チーム正副２着用意すること。GKについてはビブスでの対応も可能とするが、ユニ
フォームの番号とビブスの番号が揃っていることとする。

なお、グループリーグにおいては同点の場合、延長戦・ペナルティキック（PK戦）方式は行
わず、引き分けとする。

ゴールキーパーが手で投げた後、または足で蹴った後、ボールが競技者に触れるかプ
レーされる、あるいはピッチ面に触れる前にハーフウェイラインを越えたときは相手側
チームに間接フリーキックを与える。間接フリーキックはハーフウェイライン上の任意の
地点から行われる。

ゴールクリアランスされた後、ボールが競技者に触れるかプレーされる、あるいはピッチ
面に触れる前にハーフウェイラインを越えたときは、相手側チームに間接フリーキックを
与える。間接フリーキックはハーフウェイライン上の任意の地点から行われる。

１．全出場チームを３チームのグループに分け、１回戦総当たりのグループリーグを行い、各
グループリーグ上位２チームが決勝トーナメントに進出する。
２．グループリーグにおける順位決定方法は、勝３点・分１点・負０点の勝点により、勝ち点の
多い順に順位を決定する。但し、勝ち点が合計が同一の場合は以下の順にて決定する。

但し、試合が一方のチームの責に帰すべき事由により、開催不能または中止となった場合
（不戦敗等）には、その帰責事由あるチームは０－５で敗戦したものとみなす。

１．当該年度日本サッカー協会制定のフットサル競技規則による。但し、以下内容については
当大会のみ適用する。

１４分（７分ハーフ）タイムアウトなしのランニングタイム（ハーフタイムのインターバルは１
分）とする。



　MFA６年生フットサルカップ２０１９　　予選リーグ　　5／1９（日）　

Ａ 1 2 3 勝 負 分 勝点 得点 失点 得失点差 順位
成瀬Ａ
南大谷Ｂ
相原
南大谷Ｂはリーグ進行管理担当

Ｂ 小山田 小川 レオＢ 勝 負 分 勝点 得点 失点 得失点差 順位
小山田
小川
レオＢ
小川はリーグ進行管理担当

Ｃ つるまＡ ＭＫ 芹ヶ谷Ａ 勝 負 分 勝点 得点 失点 得失点差 順位
つるまＡ
ＭＫ
芹ヶ谷Ａ
ＭＫはリーグ進行管理担当

D つるまＢ 大蔵 本町田Ａ 勝 負 分 勝点 得点 失点 得失点差 順位
つるまＢ
大蔵
本町田Ａ
大蔵はリーグ進行管理担当

E イレブン 小山Ａ 南大谷Ａ 勝 負 分 勝点 得点 失点 得失点差 順位
イレブン
小山Ａ
南大谷Ａ
小山Ａはリーグ進行管理担当

F 小山Ｂ レオＡ 成瀬Ｂ 勝 負 分 勝点 得点 失点 得失点差 順位
小山Ｂ
レオＡ
成瀬Ｂ
レオＡはリーグ進行管理担当

G 忠生 ＭＧ 高ヶ坂 勝 負 分 勝点 得点 失点 得失点差 順位
忠生
ＭＧ
高ヶ坂
ＭＧはリーグ進行管理担当

H ブルファイト 芹ヶ谷Ｂ 本町田Ｂ 勝 負 分 勝点 得点 失点 得失点差 順位
ブルファイト

芹ヶ谷Ｂ
本町田Ｂ
芹ヶ谷Ｂはリーグ進行管理担当

Kick Off 審判 審判 審判
① 9:30 成瀬Ａ 南大谷Ｂ ②A両チーム ②B両チーム 小川Ｂ レオＡ ②C両チーム

② 9:50 小山田 小川 後審 つるまＢ 大蔵 後審 忠生 ＭＧ 後審
③ 10:10 つるまＡ ＭＫ 後審 イレブン 小山Ａ 後審 ブルファイト 芹ヶ谷Ｂ 後審
④ 10:30 成瀬Ａ 相原 後審 後審 小川Ｂ 成瀬Ｂ 後審
⑤ 10:50 小山田 レオＢ 後審 つるまＢ 本町田Ａ 後審 忠生 高ヶ坂 後審
⑥ 11:10 つるまＡ 芹ヶ谷Ａ 後審 イレブン 南大谷Ａ 後審 ブルファイト 本町田Ｂ 後審
⑦ 11:30 南大谷Ｂ 相原 後審 後審 レオＡ 成瀬Ｂ 後審
⑧ 11:50 小川 レオＢ 後審 大蔵 本町田Ａ 後審 ＭＧ 高ヶ坂 後審
⑨ 12:10 ＭＫ 芹が谷Ａ 後審 小山Ａ 南大谷Ａ 後審 芹ヶ谷Ｂ 本町田Ｂ 後審

 ⑩ 12:30 A3位 B3位 当該 C3位 D3位 E3位 F3位 当該
⑪ 12:50 G3位 H3位 当該
⑫ 13:10 A1位 D2位 F1/G2 B2位 C1位 E2/H1 B1位 C2位 F2/G1
⑬ 13:30 A2位 D1位 A1/D2 E1位 H2位 B2/C1 F2位 G1位 B1/C2
⑭ 13:50 F1位 G2位 A2/D1 E2位 H1位 E1/H2
⑮ 14:10 ⑫-A勝ち ⑫-B勝ち F1/G2 ⑫-C勝ち ⑬-A勝ち E2/H1
⑯ 14:30 ⑬-B勝ち ⑬-C勝ち ⑮A両ﾁｰﾑ ⑭-A勝ち ⑭-B勝ち ⑮C両ﾁｰﾑ

⑰ 15:10 ⑮-A勝ち ⑮-C勝ち ⑯A負C負
⑱ 15:30 ⑯-A勝ち ⑯-C勝ち ⑰A両チーム

16:00

※アップ場開放

※アップ場開放

⑮チームに開放

⑫～⑭のチームに開放

表彰式（第3位の2チームを表彰、決勝進出チームはペスカドーラ前座試合で決勝戦）

⑱チームに開放
（閉鎖）

　試合時間：　（7分-1分-7分）　
Ａコート対戦表 Ｂコート対戦表 Cコート対戦表

⑯チームに開放
⑰チームに開放

（閉鎖）

※アップ場開放



決勝トーナメント

⑫-A

⑮-A

⑫-B

⑰-A

⑫-C

⑮-C

⑬-A

⑬-B

⑯-A

優勝：
⑬-C 準優勝：

３位：
３位：

⑱-Ａ

⑭-A

⑯-C

⑭-B

Ｆ２位

Ｇ１位

Ｈ２位

Ｈ１位

Ｇ２位

Ｅ２位

Ｆ１位

Ｅ１位

Ｄ１位

Ｂ２位

Ｃ１位

Ｂ１位

Ｄ２位

Ａ１位

Ｃ２位

Ａ２位


