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一般社団法人町田サッカー協会　理事長　岸本　直也　

 ドリーム薬局PRESENTS第２回イーグル建創杯第３６回マチダカップジュニアサッカーフェスティバルにご参加
いただきありがとうございます。
 本大会は、今年で３６回目を数えることとなりました。これもひとえに、これまで本大会に携わっていただいた
多くのチームの方々のご支援やご協力、指導者の方々のご理解とお力添えがあったからこそと心より感謝申し上
げます。
 また、開催にあたりドリーム薬局様、株式会社イーグル建創様及び株式会社伊藤園様には、多大なるご協賛をい
ただき、この場をお借りし心より感謝申し上げます。さて、町田サッカー協会は、今後ともサッカーの発展や青
少年の育成にさらに力を注いでいきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
 選手の皆さんにおいては、対戦相手に敬意を払い、自分自身に負けず全力でプレーをすることで、本大会が素晴
らしい大会になることを祈念いたしまして、挨拶に代えさせていただきます。

ご挨拶

　※小雨決行。但し、荒雨の場合は本部で決行及び中止の判断をします

・開催方法の変更及び荒雨中止については、両日とも当日朝６時00分までに決定し、各チームにメ

主　管

〇競技規則は2018／2019年度の日本サッカー協会競技規則及び8人制サッカー競技規則に準ずる。

　ールで連絡します。

・フィールド及びゴールキーパーとも、色の異なるユニフォーム(上着・パンツ・ソックス) を２着

　できる。

参加資格

　小学５年生以下の選手で構成されたチームであること。（スポーツ保険に加入していること）

主　催

大会役員 名誉委員長 石阪　丈一(町田市長)

委員長 岸本　直也(MFA理事長)

副委員長 加藤　仁(MFA副理事長)、山口　俊也(MFA副理事長)、徳留　弘毅(MFA副理事長)

実行委員長

友井　徹(MFA小学部部長補佐)、田村　直(MFA小学部部長補佐)副実行委員長

河合　進一(MFA小学部部長)

実行委員 郷原 勇(MFA小学部事務局)、羽山 哲也、早川 尚央、石川 真、吉川 正一郎

美野 茂、小倉 秀政、竹村 敏博、市川 修、太田 憲仁、中條 大介

〇ユニフォーム

スタッフ 田中 英実、澤田 秀人、小川 涼、渋谷 由基、西田 典了、伊東 俊雄、石橋 宏明

野上 竜広、大嶌 正幸、折戸 学、深澤 剛史、土方 勇人、岡田 雄史、三比 裕介

加藤　友市(MFA副理事長)

新田 学、東 寿昭、丸山 馨、細屋 誠一郎

大会要項

　一般社団法人　町田サッカー協会																																					

後　援 　町田市教育委員会

協　賛 　株式会社イーグル建創、有限会社フロムサーティ

協　力 　株式会社フォトクリエイト、百選印刷株式会社、有限会社ドリブルスポーツ

大会日程

●2019年７月15日(祝・月)：順位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ　会場：町田市立陸上競技場・上の原Ｇ

●2019年７月14日(日)：予選リーグ　会場：相原中央Ｇ・上の原Ｇ・その他市内グランド

　※ｷｯｸｵﾌｼｭｰﾄ・退場者の補充等々があるため

　用意すること。(ビブス不可)

　一般社団法人　町田サッカー協会　小学部

　※小雨決行。但し、荒雨の場合は２日目に雨天時トーナメントで開催します

　町田サッカー協会加盟チーム及び各市町村サッカー協会が推薦する市内上位チームであること。

〇32チームによる予選リーグ→順位トーナメント戦を行う。試合時間は30分(15‐５‐15）とする。

大会方法

〇８人制（６人で試合成立）交代ゾーンによる自由交代(再出場可)。退場者が出た場合は選手を補充



・メンバー表は毎試合15分前に提出。その後メンバーチェックを行います。

　各会場にて決勝戦終了後に行います。表彰式

　行いません。

・各チーム来場後、下記のご対応をお願いします。

　わず休止する。

・夏季熱中症対策 ：WBGT値25℃以上の場合は、飲水タイム（ランニングタイム）を設け、28℃以

・全会場とも荷物置き場用のテントをご持参ください。(日除け場所が少ないため）

・審判員は中学生以上の有資格者とする。

　上の場合は、ハーフタイムを７分間に変更する。また、WBGT値31℃を超えた場合は、試合を行

　ますのでご了承ください。

　※優勝・準優勝・第３位・第４位のチームは参加してください。(ベスト４に残らなかった市内

　フォームを着用いなければならない。背番号が変わっても可（同じ背番号が同時にピッチに立つこ

　とは不可）なお、この対応の手続きはアディショナルタイムに加算すること。

開会式

　優勝・準優勝・第３位（２チーム）・敢闘賞（４チーム）・・・全トーナメント共通 表　彰

　１チーム　５，０００円 参加費

　０とする。

・駐車台数については各会場対戦表の上部分に明記しております。駐車料金がかかる会場もあり

・同点の場合は、ＰＫ戦（３人、以降サドンデス）により勝敗を決定する。

・決勝トーナメントの決勝戦で同点の場合１０分ハーフ（ハーフタイムは給水のみ）の延長戦を行い、

　なおも同点の場合は、ＰＫ戦（３人、以降サドンデス）により勝敗を決定する。 

　内及び救急車の手配を行います。(陸上競技場・相原中央Ｇ・上の原Ｇは管理事務所にＡＥＤ設置)

その他

〇警告・退場

・勝点→得失点→総得点→対戦相手→トス の順序で順位を決める。勝点は３、引分けは１、負けは

〇その他

・２名以上ゴールキーパーがいる場合は、キーパーユニフォームは、正／副とも同色／同柄のユニフ

　ォームを着用すること。

・ベンチではビブスを着用し、出場選手と区別できるようにすること。

【14日(日)】

・８チームによるトーナメント戦を行う（予選順位別）

・退場（レッドカード）を受けた選手、及び警告（イエローカード）を累積２回受けた選手は、次

　の１試合の出場を認めない。 警告の累積は本大会を通じて効力をもつ。

・32チームを８ブロックに分けリーグ戦を行う。

・各組１位チームが決勝トーナメントに進出する。また、２位以下の各チームは  各順位トーナメン 

・その試合で必ずフィールドプレーヤーに代わることが決まっている場合においても、ゴールキーパ

　ー時にはゴールキーパー用、フィールドプレーヤー時にはフィールドプレーヤー用それぞれのユニ

・インナーはユニフォーム及びパンツと同色とする。（異色は不可）

【15日(祝・月)】

　トに進出する。

・対戦相手同士でユニフォームの打ち合わせを事前に行っておいてください。

・試合中の怪我については各チームで応急処置をお願いします。本部では当日の救急医療機関の案

・1日目の結果及び2日目の試合要項は14日(日)20時を目途にメールでご連絡します。

・町田市立陸上競技場は審判のスパイク着用禁止です。

・必ず審判服着用（３点セット）並びに審判用具を準備してください。

　　チームも参加してください)

　【14日(日)】：参加費をご持参ください（市外チームのみ）・参加賞を配布します

　【15日(祝)】：1日目試合結果及び当日の試合要項を配布します

　※決勝トーナメントの優勝、準優勝チームにはメダルを授与(最大24個まで）する。

・指導者や保護者の罵声的なコーチング及び応援はしないでください。

・喫煙は指定場所でお願いします。

・ゴミはお持ち帰りください。

審　判 ・主審、副審２名の３名で行う。

・各チームにおいて、氷や水を用意しハーフタイムには選手の体温を下げるように努めること。
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第６試合の両チーム

第２試合の両チーム

Ａブロック 成瀬 イレブン プログレッソ

住所：町田市野津田町2035
Ａ・Ｂ・Ｃブロック　　会場：上の原グランド

Ｄブロック　　会場：小山ＦＣグランド
住所：町田市小山町732

【１４日（日）予選リーグ】

駐車台数：４台まで(有料)
横浜東 勝点 得失 得点 順位

3 　プログレッソ（稲城） ☆☆☆
2 　境川イレブン ☆☆☆
1 　成瀬ＳＣ ☆☆☆

Ｂブロック レオヴィスタ つるま トリプレッタ 白百合 勝点 得失 得点

☆☆☆4 　横浜東ＳＣ（横浜）

順位
5 　レオヴィスタ ☆☆☆

7 　トリプレッタ鶴川Ｊｒ ☆☆☆
6 　つるまＳＣ ☆☆☆

Ｃブロック 町Ｊ 大蔵 山崎 SEISEKI 勝点 得失 得点 順位

8 　白百合ＳＣ（八王子） ☆☆☆

10 　大蔵ＦＣ ☆☆☆
9 　町田ＪＦＣ ☆☆☆

12 　FC.SEISEKI（多摩） ☆☆☆
11 　ＡＲＴＥ山崎 ☆☆☆

No 時　間 対戦相手（Ａコート） 主審／副審 対戦相手（Ｂコート） 主審／副審
1 9:30 Ａ 成瀬 イレブン プログレッソ 横浜東

3 11:00 Ｃ 町Ｊ 大蔵 山崎 SEISEKI
2 10:15 Ｂ レオヴィスタ つるま トリプレッタ 白百合

第３試合両チーム

前試合の両チーム

第３試合両チーム

前試合の両チーム
5 12:30 Ｂ レオヴィスタ トリプレッタ つるま 白百合
4 11:45 Ａ 成瀬 プログレッソ イレブン 横浜東

つるま トリプレッタ

7 14:00 Ａ 成瀬 横浜東 イレブン プログレッソ

6 13:15 Ｃ 町Ｊ 山崎 大蔵 SEISEKI

8 14:45 Ｂ
9 15:30 Ｃ 町Ｊ SEISEKI 大蔵 山崎

得失 得点 順位

No 時　間 対戦相手 主審／副審
1 9:30 小山 小川

16

14 　小川ＦＣ ☆☆☆
13

レオヴィスタ 白百合

駐車台数：５台まで
Ⅾブロック 小山 小川 二ツ橋 鑓水 勝点

　鑓水ＳＣ（八王子）

　小山ＦＣ ☆☆☆

3 11:30 小山 二ツ橋
4 12:15 小川 鑓水

2 10:15 二ツ橋

☆☆☆
15 　二ツ橋ＳＣ（横浜） ☆☆☆

鑓水
休憩

第１試合の両チーム

第４試合の両チーム

第３試合の両チーム

6 14:15 小川 二ツ橋 第５試合の両チーム

休憩
5 13:30 小山 鑓水
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星が丘 勝点

20

住所：町田市本町田2678－8

得失 得点 順位

駐車台数：４台まで
※(２台有料・２台無料)

Ｅブロック ブルファイト ＫＭ 相原

Ｈブロック　　会場：町田少年サッカー場

住所：町田市相原町2018

Ｅ・Ｆ・Ｇブロック　　会場：相原中央グランド

☆☆☆

19

　星が丘ＳＳ（相模原市）

☆☆☆

18 　ＫＦＣ町ロク ☆☆☆

17 　鶴川ブルファイトＳＣ ☆☆☆

順位

21 　ＡＲＴＥＳＳ ☆☆☆

Ｆブロック ＳＳ 高ヶ坂 つくし野 深見 勝点 得失 得点

23 　つくし野ＳＳＳ ☆☆☆

22 　高ヶ坂ＳＣ ☆☆☆

Ｇブロック 小山田 忠生 ＭＧ リトル 勝点 得失 得点 順位

24 　深見ＳＣ（大和） ☆☆☆

26 　忠生ＳＣ ☆☆☆

25 　小山田ＳＣ ☆☆☆

28 　リトルキッカーズ（日野） ☆☆☆

27 　ＭＧＳＣ ☆☆☆

主審／副審

1 9:30 Ａ ブルファイト ＫＭ 相原 星が丘

3 11:00 Ｃ 小山田 忠生 ＭＧ リトル

2 10:15 Ｂ ＳＳ 高ヶ坂 つくし野 深見

前試合の両チーム

第３試合両チーム

前試合の両チーム

第３試合両チーム

13:15

5 12:30 Ｂ ＳＳ つくし野 高ヶ坂 深見

4 11:45 Ａ ブルファイト 相原 ＫＭ 星が丘

No 時　間 対戦相手（Ａコート） 主審／副審 対戦相手（Ｂコート）

駐車台数：５台まで

高ヶ坂 つくし野

7 14:00 Ａ ブルファイト 星が丘 ＫＭ 相原

ＭＧ

8 14:45 Ｂ ＳＳ 深見

6

順位

29 　本町田ＦＣ ☆☆☆

Ｈブロック 本町田 南大谷 南が丘 グラシア 勝点 得失 得点

Ｃ 小山田 ＭＧ 忠生 リトル

9

31 　南が丘ＳＣ（秦野） ☆☆☆

30 　南大谷キャッツ ☆☆☆

15:30 Ｃ 小山田 リトル 忠生

2 10:15 南が丘 グラシア

休憩

No 時　間 対戦相手 審判

1 9:30 本町田 南大谷

32 　ＦＣグラシア（相模原） ☆☆☆

第２試合の両チーム

6 14:15 南大谷 南が丘 第５試合の両チーム

第１試合の両チーム

休憩

5 13:30 本町田 グラシア

3 11:30 本町田 南が丘

4 12:15 南大谷 グラシア

第４試合の両チーム

第３試合の両チーム

第６試合の両チーム

　相原ＦＣ
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駐車台数：台数制限なし(有料)

住所：町田市野津田町2035

サルビア(２位)トーナメント　会場：町田市立陸上競技場

決勝(１位)トーナメント　会場：町田市立陸上競技場

【１５日（祝・月）順位トーナメント】

⑨15：30

⑤12：30 ❺12：30

①９：30 ➊９：30 ②10：15 ❷10：15

Ａ1位 Ｂ1位 Ｃ1位 Ⅾ1位 Ｅ1位 Ｆ1位 Ｇ1位 Ｈ1位

Ａ2位 Ｂ2位 Ｃ2位 Ⅾ2位 Ｅ2位 Ｆ2位 Ｇ2位 Ｈ2位

⑥13：15 ❻13：15

駐車台数：台数制限なし(有料)

❾15：30

⑦14：00 ❼14：00

③11：00 ❸11：00 ④11：45 ❹11：45

主審／副審

① 9:30 Ａ１位 Ｂ１位 ➊ Ｃ１位 Ｄ１位

⑧14：45 ❽14:45

③ 11:00 Ａ２位 Ｂ２位 ❸ Ｃ２位 Ｄ２位

② ❷ Ｇ１位 Ｈ１位

本部

⑦ 14:00 ③の勝ち ❸の勝ち ❼ ④の勝ち ❹の勝ち

⑥ 13:15 ①の負け ❶の負け ❻

①の勝ち ❶の勝ち ❺ ②の勝ち ❷の勝ち

④

②の負け ❷の負け

No 時間 Ａコート 主審／副審 No Ｂコート

⑨ 15:30 ⑤の勝ち ❺の勝ち ❾ ⑦の勝ち ❼の勝ち

⑧ 14:45 ③の負け ❸の負け ❽ ④の負け ❹の負け

本部

10:15 Ｅ１位 Ｆ１位

⑤ 12:30

11:45 Ｅ２位 Ｆ２位 ❹ Ｇ２位 Ｈ２位

※第６試合・第８試合のＰＫ戦はなし
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第３試合の両チーム

住所：町田市野津田町2035
ケヤキ(３位)トーナメント　会場：上の原グランド

前試合の両チーム

②９：45 ❷９：45

駐車台数：４台まで(有料)

No 時間 Ａコート 主審／副審 No Ｂコート 主審／副審

① 9:00 Ａ３位

Ａ3位 Ｂ3位 Ｃ3位 Ⅾ3位 Ｅ3位 Ｆ3位 Ｇ3位 Ｈ3位

⑥12：45 ❻12：45

⑨15：00

⑤12：00 ❺12：00

①９：00 ❶９：00

Ａ4位 Ｂ4位 Ｃ4位 Ⅾ4位 Ｅ4位 Ｆ4位 Ｇ4位 Ｈ4位

フレンドリー⑧14:15 フレンドリー❽14:15

駐車台数：台数４台まで（有料）

❾15：00

⑦13：30 ❼13：30

③10：30 ❸10：30 ④11：15 ❹11：15

ダリア(４位)トーナメント　会場：上の原グランド

Ｄ３位第３試合の両チーム

❹ Ｇ４位 Ｈ４位

③ 10:30 Ａ４位 Ｂ４位 ❸ Ｃ４位 Ｄ４位

② 9:45 Ｅ３位 Ｆ３位 ❷ Ｇ３位 Ｈ３位

Ｂ３位 ➊ Ｃ３位

④ 11:15 Ｅ４位 Ｆ４位

※第６試合・第８試合のＰＫ戦はなし

⑨ 15:00 ⑤の勝ち ❺の勝ち ❾ ⑦の勝ち ❼の勝ち

⑧ 14:15 ③の負け ❸の負け ❽

❼ ④の勝ち ❹の勝ち

⑥ 12:45 ①の負け ❶の負け ❻ ②の負け ❷の負け
前試合の両チーム

12:00 ①の勝ち ❶の勝ち ❺ ②の勝ち ❷の勝ち⑤

④の負け ❹の負け

⑦ 13:30 ③の勝ち ❸の勝ち



ー ー

ー ー

ー ー

ー ー

ー ー

ー ー

ー ー

ー ー

ー ー

【１５日(祝・月)雨天時トーナメント】

住所：町田市野津田町2035

駐車台数：台数制限なし(有料)
サルビアトーナメント　　会場：町田市立陸上競技場

成瀬 イレブン プログレッソ 横浜東 レオヴィスタ つるま トリプレッタ 白百合

大蔵 山崎 SEISEKI 小山 小川二ツ橋 鑓水

※第６試合・第８試合のＰＫ戦はなし

⑧ 14:45 ③の負け ❸の負け ❽ ④の負け ❹の負け

⑨ 15:30 ⑤の勝ち ❺の勝ち ❾ ⑦の勝ち ❼の勝ち本部

前試合の両チーム

本部

レオヴィスタ

鑓水

⑤ 12:30 ①の勝ち ❶の勝ち ❺ ②の勝ち ❷の勝ち

② 10:15

③11：00 ❸11：00 ④11：45 ❹11：45

町Ｊ

第３試合の両チーム 第３試合の両チーム

つるま ❷ トリプレッタ 白百合

⑧14：45 ❽14:45

① 9:30 成瀬 イレブン ➊ プログレッソ 横浜東

⑥ 13:15 ①の負け ❶の負け ❻ ②の負け ❷の負け

⑦ 14:00 ③の勝ち ❸の勝ち ❼ ④の勝ち ❹の勝ち

前試合の両チーム

③ 11:00 町Ｊ 大蔵 ❸ 山崎 SEISEKI

④ 11:45 小山 二ツ橋 ❹ 小川

❼14：00

No 時間 Ａコート 主審／副審 No Ｂコート 主審／副審

住所：町田市野津田町2035
マチダトーナメント　　会場：町田市立陸上競技場

駐車台数：台数制限なし(有料)

⑨15：30

⑤12：30 ❺12：30

①９：30 ➊９：30 ②10：15 ❷10：15

⑥13：15 ❻13：15

❾15：30

⑦14：00



ー ー

ー ー

ー ー

ー ー

ー ー

ー ー

ー ー

ー ー

ー ー本部

第３試合の両チーム

前試合の両チーム

本部

住所：町田市野津田町2035

駐車台数：４台まで(有料)

⑨ 15:00 ⑤の勝ち ❺の勝ち ❾ ⑦の勝ち ❼の勝ち

12:45 ①の負け ❶の負け ❻ ②の負け ❷の負け

⑦ 13:30 ③の勝ち ❸の勝ち ❼ ④の勝ち ❹の勝ち

ケヤキトーナメント　　会場：上の原グランド

④

※第６試合・第８試合のＰＫ戦はなし

ＫＭ 相原 星が丘 ＳＳ 高ヶ坂 つくし野

⑧ 14:15 ③の負け ❸の負け ❽ ④の負け ❹の負け

⑥

第３試合の両チーム

前試合の両チーム

11:15 本町田 南が丘 ❹ 南大谷 グラシア

⑤ 12:00 ①の勝ち ❶の勝ち ❺ ②の勝ち ❷の勝ち

② 9:45 ＳＳ 高ヶ坂 ❷ つくし野 深見

③ 10:30 小山田 忠生 ❸ ＭＧ リトル

フレンドリー⑧14:15 フレンドリー❽14:15

No 時間 Ａコート 主審／副審 No Ｂコート 主審／副審

① 9:00 ブルファイト ＫＭ ➊ 相原 星が丘

⑥12：45 ❻12：45

❾15：00

⑦13：30 ❼13：30

③10：30 ❸10：30 ④11：15 ❹11：15

忠生 ＭＧ リトル 本町田 南大谷南が丘 グラシア

住所：町田市野津田町2035

駐車台数：４台まで(有料)

⑨15：00

⑤12：00 ❺12：00

①９：00 ❶９：00 ②９：45 ❷９：45

深見ブルファイト

小山田

ダリアトーナメント　　会場：上の原グランド



マチダカップの歴史

町田クラブ 船橋ＦＣ(千葉） 富士見ヶ丘少年蹴球団(杉並)

年度 回 優勝 準優勝 第三位
1983年 第1回 町田ＳＳＳ 浜松ＬＦＣ(静岡) 船橋ＦＣ(千葉) 京都城陽(京都)

1988年 第6回 藤枝ＦＣ(静岡) 小山ＦＣ 船橋ＦＣ(千葉） 浜松ＦＣ(静岡)
1989年 －
1990年 第7回 藤枝ＦＣ(静岡) 宇都宮ＪＦＣ(栃木) 四日市(三重) 船橋(千葉)

1984年 第2回 府ロクＳＣ(府中) 浜松ＪＦＣ(静岡) 小山ＦＣ 山王谷ＳＣ(横浜)
1985年 第3回 船橋ＳＣ(千葉) 清水ＦＣ(静岡) 京都城陽(京都) 静岡ＦＣ(静岡)
1986年 第4回 大雪のため決勝トーナメント中止
1987年 第5回 真岡西ＳＣ(栃木)

1991年 第8回 宇都宮(栃木) 船橋ＳＣ(千葉) 久御山ＳＳ(京都) 真岡ＦＣ(栃木)
1992年 第9回 宇都宮(栃木) 藤枝(静岡) 浜松(静岡) ＧＰ(厚木)
1993年 第10回 白百合ＳＣ(八王子) ＧＰ(厚木) 駒林ＳＣ(横浜) 調布
1994年 第11回 未開催
1995年 第12回 山崎ＦＣ 相原ＦＣ 忠生ＳＣ 南大谷キャッツ
1996年 第13回 あざみ野ＦＣ(横浜) ＫＦＣ 千代田ＦＣ 大和田ＳＣ(八王子)
1997年 第14回 データなし
1998年 第15回 駒林ＳＣ(横浜) 小山ＦＣ 鹿島ｷｯｶｰｽﾞ(相模原) 高ヶ坂ＳＣ
1999年 第16回 データなし
2000年 第17回 小山ＦＣ 清水北ＦＣ(八王子) ＭＧＳＣ 忠生ＳＣ
2001年 第18回 町田ＪＦＣ 宇津木ＳＣ(八王子) 小川ＦＣ 忠生ＳＣ
2002年 第19回 落合ＳＣ(多摩) ＦＣコラソン(相模原) 小川ＦＣ FC　JUNTOS(川崎)
2003年 第20回 データなし
2004年 第21回 ＦＣコラソン(相模原) 南百合丘ＳＣ(川崎) 松が谷ＦＣ(八王子) ＦＣ六会湘南台(藤沢)
2005年 第22回 大和田ＳＣ(八王子) 南が丘少年少女SC(秦野) 大蔵ＦＣ ＦＣ六会湘南台(藤沢)
2006年 第23回 ＦＣﾄﾘﾌﾟﾚｯﾀ鶴川Ｊｒ 高ヶ坂ＳＣ ＦＣコラソン(相模原) 鵠洋アーセナル(藤沢)
2007年 第24回 小川ＦＣ ｼﾙｸﾛｰﾄﾞＳＣ(八王子) 北貝取ＳＣ(多摩) 大和田ＳＣ(八王子)
2008年 第25回 ﾊﾞﾃﾞｨｰ中和田SC(相模原) 六会湘南台(藤沢) ＦＣ芹ヶ谷 ＦＣ杉野百草(日野市)

多摩平ＦＣ(日野) ＦＣ芹ケ谷
2013年 第30回 小川ＦＣ 小山田ＳＣ 大蔵ＦＣ 成瀬ＳＣ
2014年 第31回 多摩平ＦＣ(日野) ｼﾙｸﾛｰﾄﾞＳＣ(八王子) ミハタＳＣ(相模原) 小山ＦＣ

2009年 第26回 大和田ＳＣ(八王子) 小山ＦＣ アローズＳＣ(横浜) 小山田ＳＣ
2010年 第27回 多摩平ＦＣ(日野) なかのＳＣ(八王子) 小川ＦＣ 町田ＪＦＣ
2011年 第28回 共和ＳＣ(相模原) 町田ＪＦＣ 小川ＦＣ 高ヶ坂ＳＣ

2018年 第35回 町田相原ＦＣ ＣＯＬＯＲＳ(八王子市) ＦＣレオヴィスタ町田 青葉ＦＣ(稲城市)

未開催

2015年 第32回 ＧｒａｎｔＦＣ(日野) 秦野本町ＳＳ(秦野) ｼﾙｸﾛｰﾄﾞＳＣ(八王子) 南山イレブン(稲城)
2016年 第33回 平山ＳＣ(日野) 小山ＦＣ 高尾ＳＣ(八王子) 小川ＦＣ
2017年 第34回 ｼﾙｸﾛｰﾄﾞＳＣ(八王子) 本町田ＦＣ 秦野本町ＳＳ(秦野) 六浦毎日ＳＳ(横浜)

2012年 第29回 ＦＣﾄﾘﾌﾟﾚｯﾀ鶴川Ｊｒ 開進ＳＣ



運転者名：

駐車許可証①

2019年マチダカップ

チーム名：



運転者名：

チーム名：

2019年マチダカップ

駐車許可証②



チーム名：

2019年マチダカップ

駐車許可証③

運転者名：



2019年マチダカップ

駐車許可証④

チーム名：

運転者名：



運転者名：

2019年マチダカップ

駐車許可証⑤

チーム名：



No 車種（ﾒｰｶｰ名で可）／色

1

2

3

4

5

会　　場

チーム名

　

（注）会場に到着後『会場本部』に提出してください。

　　　※会場で定めた駐車台数でお願いします（台数厳守のこと）

　　　※商業施設や路上駐車等をしないでください。

配車車両記入用紙

車両No（4桁で可）

大会名

(一社)町田サッカー協会小学部



(一社)町田サッカー協会小学部



公園駐車場料金表

利用時間

普通自動車 自動二輪車 中型自動車 大型自動車

準中型自動車 原動機付自転車
(乗車定員11人～30人未満)

(乗車定員30人以上)

土・日・祝日及び市長が定める

日
Ｊリーグ・ラグビートップ 土・日・祝日及び市長が定める

日
平日を含む

リーグの試合開催などで駐車場の混雑が予想される日 開園日全日
(平日は無料) (平日は無料)

1時間迄 無料 終日1回 終日2回 終日3回 終日4回

1時間30分迄 100円
あたり あたり あたり あたり

(前払い制) (前払い制) (前払い制)

当日1日最大 800円

(前払い制)
500円 200円 1,000円 1,500円

以降30分毎 　50円を加算

所在地：東京都町田市野津田町2035　　http://www.nozuta-park.com/

　『陸上競技場・上の原グランド』案内

野津田公園駐車場について
園内それぞれの駐車場は、その近くにある施設の専用利用駐車場ではありません。満車の場合は他の駐車場をご利用いただくことになりますが、ご理解ください。

開門時間　午前6時～午後8時まで。

『会場内前面禁煙』

※指定喫煙場所あり🚭

『上の原グランドでのお願い』

※東口の東駐車場[P5]をご利用ください。

※ススキ草原は立入禁止です。

※スタンド１列目・グランド上の通路は荷物置き禁止。

陸上競技場

駐車場

上の原ｸﾞﾗﾝﾄﾞ

駐車場

『陸上競技場でのお願い』

※駐車場は下記をご利用ください。混雑する場合が

ありますので、早めのご来場をお願いします。

★西口の西第一駐車場[Ｐ1]

★北口の中央第一駐車場[P３]

※テニス壁打ち付近は立ち入らないでください。

※多目的広場でＭＦＡ3年生大会を開催しています。

会場付近は一般公園利用者も含め、大変混雑して

おりますが、ご了承ください。


