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ご挨拶

　フロムサーティPRESENTS第５回イーグル建創杯第３９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３９回目を数えます。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。
開催にあたり株式会社イーグル建創様、有限会社フロムサーティ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。
また、株式会社フォトクリエイト様、百選印刷株式会社様、有限会社ドリブルスポーツ様及び株式会社ス
フィーダ様、グランスポーツ株式会社様ご協力を頂きました。日頃からの町田サッカー協会の活動をご支援頂
き感謝申し上げます。
　町田サッカー協会は、引き続き感染防止に最善を尽くし、安心安全な大会運営を行うよう最善を尽くしてま
いります。
選手の皆さんにおいても、感染防止に努め、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。

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)

一般社団法人町田サッカー協会　理事長　岸本　直也

阿部　健、三比　裕介、美野　茂、中條　大介、徳田　智久、荒木田　亮

実行委員 中村　隼輔、澤田　秀人、川戸　巧、早川　尚史、太田　憲仁、渋谷　由基

太田和　信也、新田　学、原田　力生、小岩　幸生、丸山　馨、大嶌　正幸

永尾　謙太郎、高田　守栄、羽山　哲也、佐藤　望夢、岡田　雄史、深澤　剛史

加藤　友市(MFA副理事長)

実行委員長 河合　進一(副理事長兼MFA小学部部長)

副実行委員長 友井　徹(MFA小学部部長補佐)

大会事務局 郷原　勇(MFA小学部事務局)

副委員長 加藤　仁(MFA副理事長)、河合　進一(MFA副理事長)、原　淳(MFA副理事長)

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、株式会社伊藤園

協　力 　百選印刷株式会社、有限会社ドリブルスポーツ、株式会社スフィーダ、グランスポーツ株式会社

大会要項

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

主　管 　一般社団法人　町田サッカー協会　小学部

大会ｵﾌｨｼｬﾙﾄﾞﾘﾝｸ

ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰﾄﾅｰ

ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｰﾄﾅｰ 　株式会社伊藤園

大会ｵﾌｨｼｬﾙﾌｫﾄ 　株式会社フォトクリエイト



●2022年12月10日(土)：予選リーグ予備日

　　　　　会場：丘の上グランド、相原中央グランド

●2022年12月25日(日)：順位トーナメント

　　　　　会場：町田ＧＩＯＮスタジアム、多目的広場、丘の上グランド、本町田少年サッカー場

　※小雨決行。荒雨中止については、当日朝６時00分を目安にに決定し、各チームにメールで連絡し

大会日程 ●2022年12月04日(日)：予選リーグ

　　　　　会場：丘の上グランド、上の原グランド、小山ＦＣグランド、本町田少年サッカー場

　※ｷｯｸｵﾌｼｭｰﾄ・退場者の補充等々があるため

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。

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

　　ます。また町田サッカー協会ホームページでも連絡(掲載)します。

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

大会方法 〇競技規則は2021／2022　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。

・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

　ォームでなくてもかまわない。

　できる。

〇ユニフォーム

・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

　用意すること。(ビブス不可)　ゴールキーパーが負傷等で交代した場合や、毎試合ゴールキーパー

　を変える場合は、パンツ・ソックスはフィールドプレーヤーのものでかまわない。背番号が変わっ

　ても可。但し、同じ背番号が同時にピッチに立つことは不可。なお、試合途中の交代はアディショ

　ナルタイムに加算すること。

〇その他

・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。

・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。

・インナーはユニフォーム及びパンツと同色でなくてかまわない。但し、全選手同色とすること。

・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。

〇警告・退場

・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。

・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 

予選リーグ ・32チームを８ブロックに分けリーグ戦を行う。

・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３、分１、負０とする。

・審判員は18歳以上（有資格者）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。

・町田ＧＩＯＮスタジアム・上の原グランドは審判のスパイク着用禁止です。

参加費 　１チーム　５，０００円 (市外チームのみ)

・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。 

審　判 ・２名体制(主審１名・補助審１名)で行う。

　トに進出する。

順位トーナメント ・８チームによるトーナメント戦を行う（予選順位別）



・各チーム来場後、下記のご対応をお願いします。

表　彰 　優勝・準優勝・第３位または第４位・敢闘賞（４チーム）及び賞状・イーグル建創賞・景品を授与 

　※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１８個まで）する。

開会式 　行いません。

　き２名迄(乳幼児も１名に含む)となります。

　※イーグル建創賞…大会を通してカードが出されなかった最上位チームへ授与する。

●相原中央グランド(相原中央公園内)ＨＰあり・公園内駐車場(２台・無料、１台・有料)

　住所：相原町2018 ※公園内駐車場が満車や４台目以降は近隣のコインパーキングへ

★各会場毎に注意事項及び案内図があります

連絡事項

・駐車については下記の会場案内及び別紙会場案内を確認の上、駐車台数等を厳守してください。

●小山ＦＣグランド　　　　　　　　駐車場(５台・無料・駐車証提示あり)

　住所：小山町732

●本町田少年サッカー場　　　　　　駐車場(４台・無料・駐車証提示あり)

　住所：本町田2340 ※５台目以降は近隣のコインパーキングへ

●上の原グランド(野津田公園内)　　ＨＰあり・東第１・第２駐車場(３台・有料・駐車証提示あり)

　住所：野津田町2035 ※東第１第２駐車場が満車や４台目以降は公園内の他駐車場へ

●ＧＩＯＮスタジアム(野津田公園内)ＨＰあり・公園内(台数制限なし・有料・駐車場提示なし)

　住所：野津田町2035 ※西第１第２、中央第１台２駐車場の利用が便利です

　【予選L】提出：参加費(市外チームのみ)・参加者提出名簿・配車車輌記入表

　【順位T】提出：参加者提出名簿・配車車輌記入表

●丘の上グランド(野津田公園内)　　ＨＰあり・北駐車場(３台・有料・駐車証提示あり)

　住所：野津田町2035 ※北駐車場が満車や４台目以降は公園内の他駐車場へ

　　　　配布：プログラム・参加費領収証(市外チームのみ)・参加賞等を配布します

　　　　　配布：１日目試合結果及び当日の試合要項を配布します

　する。

会場案内

・コロナ対策として、別紙「コロナ対策のお願い」をご覧ください。また、両日来場時に参加者提出

　名簿(選手・スタッフ・観戦者(保護者)を記入)の提出をお願いします。なお、観戦者は選手１名につ

・ＧＩＯＮスタジアム会場以外は荷物置き場用のテントをご持参ください。(雨除け場所が少ないため）

・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。

・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。

・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内

　及び救急車の手配を行います。

・予選リーグの結果及び順位トーナメントの試合要項は予選リーグ開催日の20時を目途にメールでご

　※町田サッカー協会ホームページでも掲載します

　連絡します。

表彰式 　各会場毎に決勝戦終了後に行います。

　※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チ

　　ームも参加してください)

その他
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順位

13 　ＭＧｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ ☆☆☆

【４日（日）予選リーグ】

Ａブロック ﾚｵｳﾞｨｽﾀ つるま 落合 ロッソ 勝点 得失 得点 順位

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄブロック　会場：丘の上グランド(野津田公園内)

3 　落合ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ(多摩)

Ｄブロック ＭＧ 芹ヶ谷 成瀬 深見 勝点 得失 得点

得失 得点

4 　AC.ROSSO(座間) ☆☆☆

☆☆☆

2 　町田つるまｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ ☆☆☆

1 　FCレオヴィスタ町田 ☆☆☆

順位

5 　鶴川ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ ☆☆☆

Ｂブロック ＴＦＣ イレブン 大蔵 星が丘 勝点

7 　町田大蔵ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ ☆☆☆

6 　境川イレブン ☆☆☆

Ｃブロック ＳＳ 南大谷 ﾘﾄﾙｳｲﾝｸﾞ 磯子 勝点 得失 得点 順位

8 　星が丘ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ(相模原) ☆☆☆

10 　南大谷キャッツSC ☆☆☆

9 　ARTE　SUBARU・SUMIRE　 ☆☆☆

12 　磯子ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ(横浜) ☆☆☆

11 　リトルウイング(日野) ☆☆☆

2 9:00 Ｂ

1 8:20 Ａ

10:20 Ｂ

No 時　間

3 9:40 Ａ

4

6 11:40 Ｂ

5 11:00 Ａ

8 13:00 Ｄ

7 12:20 Ｃ

深見 ＭＧ 磯子 ＳＳ 成瀬 芹ヶ谷 ﾘﾄﾙｳｲﾝｸﾞ 南大谷12 15:40 Ｄ

11 ＭＧ

ＭＧ

15:00 Ｃ ＳＳ 成瀬

ＳＳ

成瀬 ＭＧ

ﾚｵｳﾞｨｽﾀ

ＴＦＣ イレブン

落合 ﾚｵｳﾞｨｽﾀ

芹ヶ谷

ﾘﾄﾙｳｲﾝｸﾞ

14:20 Ｄ

14 　FC芹ヶ谷東京 ☆☆☆

15 　東京町田成瀬ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ ☆☆☆

16 　深見ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ ☆☆☆

ＳＳ 南大谷

ＭＧ

ﾚｵｳﾞｨｽﾀ

星が丘 ＴＦＣ

対戦相手（Ａコート） 主　審・補助審 対戦相手（Ｂコート） 主　審・補助審

大蔵 ＴＦＣ

ロッソ

つるま イレブン 落合 ロッソ 大蔵 星が丘

ﾚｵｳﾞｨｽﾀ つるま 大蔵 星が丘 落合 ロッソ

ＴＦＣ

ＴＦＣ ロッソ つるま 星が丘 大蔵

落合 ﾚｵｳﾞｨｽﾀ 星が丘 イレブン ロッソ つるま

イレブン

ＴＦＣ 落合 つるま 星が丘 イレブン

ロッソ ﾚｵｳﾞｨｽﾀ 大蔵 イレブン 落合 つるま

大蔵

ＳＳ 南大谷 成瀬 深見 ﾘﾄﾙｳｲﾝｸﾞ 磯子

ＭＧ 芹ヶ谷 ﾘﾄﾙｳｲﾝｸﾞ 磯子 成瀬 深見

南大谷ﾘﾄﾙｳｲﾝｸﾞ 深見 芹ヶ谷

深見 成瀬

磯子 南大谷

磯子 南大谷

ﾘﾄﾙｳｲﾝｸﾞ ＳＳ 深見 芹ヶ谷

芹ヶ谷9 13:40 Ｃ

磯子

10
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11 15:40 山崎 藤沢 高ヶ坂 本町田

12 16:20 忠生 小川 山崎 藤沢

9 14:20 町Ｊ ﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｿ 藤沢 忠生

10 15:00 高ヶ坂 本町田 町Ｊ ﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｿ

7 13:00 山崎 小川 ﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｿ 高ヶ坂

8 13:40 藤沢 忠生 山崎 小川

町Ｊ 本町田

主　審・補助審

主　審・補助審

小山 COLORS

ﾌﾞﾙﾌｧｲﾄ 小山田

COLORS 小山田

ﾌﾞﾙﾌｧｲﾄ 小山

小山 小山田

COLORS ﾌﾞﾙﾌｧｲﾄ

本町田 ﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｿ

☆☆☆

山崎

小川 藤沢

忠生

忠生 山崎

高ヶ坂 町Ｊ

30 　町田高ヶ坂ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ ☆☆☆

　本町田ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ

32 　ﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｿTCF稲城ｼﾞｭﾆｱ(稲城)

31 ☆☆☆

ﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｿ 高ヶ坂6 12:20

19 　町田相原ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ

Ｇ・Ｈブロック　会場：本町田少年サッカー場

3 14:50 ﾌﾞﾙﾌｧｲﾄ 小山

4 15:30

COLORS ﾌﾞﾙﾌｧｲﾄ

小山

小山 COLORS

No 対戦相手

勝点 得失 得点 順位

27 　東京・小山ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ ☆☆☆

Ｆブロック

Ｆブロック　会場：小山ＦＣグランド

Ｅブロック　会場：上の原グランド(野津田公園内)

18 　つくし野ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団

得点

17

26 　町田・小山田ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ ☆☆☆

25 　鶴川ブルファイトSC ☆☆☆

1 13:00

2 13:40

ﾌﾞﾙﾌｧｲﾄ 小山田

小山 COLORS

28 　FC.COLORS(八王子) ☆☆☆

時　間

Ｆ

Ｆ

時　間

ﾌﾞﾙﾌｧｲﾄ 小山田

順位

　ＦＣﾄﾘﾌﾟﾚｯﾀ町田ｼﾞｭﾆｱ ☆☆☆

20 　CFG-YOKOHAMA(横浜)

☆☆☆

☆☆☆

Ｅブロック ﾄﾘﾌﾟﾚｯﾀ つくし野 相原 ＣＦＧ 勝点 得失

☆☆☆

順位

対戦相手（Ａコート） 主　審・副審 対戦相手（Ｂコート） 主　審・予備審

相原 ＣＦＧ ﾄﾘﾌﾟﾚｯﾀ つくし野

ﾄﾘﾌﾟﾚｯﾀつくし野

Ｈブロック 忠生 山崎 小川 藤沢 勝点 得失 得点

21 　東京・町田忠生ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ ☆☆☆

23 　町田小川ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ ☆☆☆

22 　ARTEｻｯｶｰｽｸｰﾙ山崎 ☆☆☆

24 　トリトン藤沢SC(藤沢市) ☆☆☆

No

1 9:00 Ｅ ﾄﾘﾌﾟﾚｯﾀ つくし野 相原

相原つくし野2 10:20 Ｅ 相原 ﾄﾘﾌﾟﾚｯﾀ CFG ＣＦＧ

COLORS 小山田

5 16:40

6 17:20

CFG

小山田

CFG3 11:40 Ｅ ﾄﾘﾌﾟﾚｯﾀ CFG つくし野 相原 つくし野 相原 ﾄﾘﾌﾟﾚｯﾀ

本町田 ﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｿ

山崎

得点 順位

29 　町田ＪＦＣ ☆☆☆

Ｈブロック 町Ｊ 高ヶ坂 本町田 ﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｿ 勝点

藤沢

町Ｊ5 11:40

得失

本町田

2 9:40

10:20

No 対戦相手

1 9:00 高ヶ坂 町Ｊ

3

4 11:00

忠生

小川

Ｇ

Ｈ

Ｇ

Ｈ

Ｇ

Ｈ

Ｇ

Ｈ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

時　間

Ｇ

Ｈ

Ｇ

Ｈ



0

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -成瀬 芹ヶ谷 ﾘﾄﾙｳｲﾝｸﾞ 南大谷

芹ヶ谷

12 15:40 Ｄ 深見 ＭＧ 磯子 ＳＳ

ＭＧＣ 磯子 ﾘﾄﾙｳｲﾝｸﾞ 南大谷 深見11 15:00

9 13:40 Ｃ ﾘﾄﾙｳｲﾝｸﾞ

ＳＳ 深見

磯子 成瀬7 12:20 Ｃ

ＳＳ 成瀬

ﾘﾄﾙｳｲﾝｸﾞ

南大谷 深見

10 14:20 Ｄ 成瀬 ＭＧ

ＳＳ 芹ヶ谷 ＭＧ 磯子

8 13:00 Ｄ ＭＧ 芹ヶ谷 ＳＳ 南大谷 成瀬 深見

磯子 南大谷

ﾘﾄﾙｳｲﾝｸﾞ 磯子

成瀬

芹ヶ谷

ＳＳ 南大谷 ＭＧ

ロッソ

つるま 星が丘 イレブンＴＦＣ 落合

落合 つるまﾚｵｳﾞｨｽﾀ 大蔵 イレブン

深見芹ヶ谷 ﾘﾄﾙｳｲﾝｸﾞ

6 11:40 Ｂ 星が丘 ＴＦＣ

ﾚｵｳﾞｨｽﾀ 大蔵5 11:00 Ａ ロッソ

星が丘 イレブン ロッソ つるま

大蔵

4 10:20 Ｂ 大蔵 ＴＦＣ 落合 ﾚｵｳﾞｨｽﾀ

ＴＦＣ ロッソ つるま 星が丘

落合 ロッソ

3 9:40 Ａ 落合 ﾚｵｳﾞｨｽﾀ イレブン

ﾚｵｳﾞｨｽﾀ つるま 大蔵 星が丘2 9:00 Ｂ ＴＦＣ イレブン

つるま ＴＦＣ1 8:20 Ａ ﾚｵｳﾞｨｽﾀ

No 時　間 対戦相手（Ａコート） 主　審・補助審 対戦相手（Ｂコート） 主　審・補助審

ロッソ 大蔵 星が丘イレブン 落合

16 　深見ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ ☆☆☆

15 　東京町田成瀬ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ ☆☆☆

14 　FC芹ヶ谷東京 ☆☆☆

順位

13 　ＭＧｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ ☆☆☆

Ｄブロック ＭＧ 芹ヶ谷 成瀬 深見 勝点 得失 得点

12 　磯子ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ(横浜) ☆☆☆

11 　リトルウイング(日野) ☆☆☆

10 　南大谷キャッツSC ☆☆☆

9 　ARTE　SUBARU・SUMIRE　 ☆☆☆

Ｃブロック ＳＳ 南大谷 ﾘﾄﾙｳｲﾝｸﾞ 磯子 勝点 得失 得点 順位

8 　星が丘ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ(相模原) ☆☆☆

7 　町田大蔵ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ ☆☆☆

6 　境川イレブン ☆☆☆

順位

5 　鶴川ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ ☆☆☆

Ｂブロック ＴＦＣ イレブン 大蔵 星が丘 勝点 得失 得点

4 　AC.ROSSO(座間) ☆☆☆

3 　落合ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ(多摩) ☆☆☆

2 　町田つるまｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ ☆☆☆

1 　FCレオヴィスタ町田 ☆☆☆

【予備日：１０日（土）予選リーグ】

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄブロック　会場：丘の上グランド(野津田公園内)

Ａブロック ﾚｵｳﾞｨｽﾀ つるま 落合 ロッソ 勝点 得失 得点 順位



- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -本町田 高ヶ坂 小山 小山田

高ヶ坂

12 15:40 Ｈ ﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｿ 町Ｊ COLORS ﾌﾞﾙﾌｧｲﾄ

町Ｊ 小山 小山田 ﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｿ11 15:00 Ｇ COLORS ﾌﾞﾙﾌｧｲﾄ 本町田

小山

ﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｿ 本町田町Ｊ COLORS

COLORS 小山田ﾌﾞﾙﾌｧｲﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｿ 高ヶ坂10 14:20 Ｈ 本町田 町Ｊ

ﾌﾞﾙﾌｧｲﾄ 高ヶ坂9 13:40 Ｇ 小山

8 13:00

小山田

本町田 ﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｿ

Ｈ 町Ｊ 高ヶ坂 ﾌﾞﾙﾌｧｲﾄ 小山田 本町田

町Ｊ 高ヶ坂 小山 COLORS

ﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｿ 小山 COLORS

つくし野

Ｅ ＣＦＧ ﾄﾘﾌﾟﾚｯﾀ 小川 忠生 相原

ＣＦＧ ﾄﾘﾌﾟﾚｯﾀ 小川 山崎 相原 つくし野

つくし野 藤沢 山崎

小川

Ｆ 小川 忠生 相原 ﾄﾘﾌﾟﾚｯﾀ 藤沢

忠生 ＣＦＧ つくし野 藤沢Ｅ 相原 ﾄﾘﾌﾟﾚｯﾀ 山崎

山崎 ＣＦＧ

山崎 ﾄﾘﾌﾟﾚｯﾀ つくし野

対戦相手（Ｂコート） 主　審・補助審

Ｅ ﾄﾘﾌﾟﾚｯﾀ つくし野 忠生 山崎 相原

小川 藤沢 相原 ＣＦＧ

ＣＦＧ 小川 藤沢

7 12:20 Ｇ ﾌﾞﾙﾌｧｲﾄ 小山田

6 11:40 Ｆ 藤沢 忠生

5 11:00

3 9:40

4 10:20

2 9:00 Ｆ 忠生

1 8:20

32 　ﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｿTCF稲城ｼﾞｭﾆｱ ☆☆☆

No 時　間 対戦相手（Ａコート） 主　審・補助審

31 　本町田ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ ☆☆☆

30 　町田高ヶ坂ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ ☆☆☆

得点 順位

29 　町田ＪＦＣ ☆☆☆

Ｈブロック 町Ｊ 高ヶ坂 本町田 ﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｿ 勝点 得失

28 　FC.COLORS(八王子) ☆☆☆

27 　東京・小山ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ ☆☆☆

26 　町田・小山田ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ ☆☆☆

得点 順位

25 　鶴川ブルファイトSC ☆☆☆

Ｇブロック ﾌﾞﾙﾌｧｲﾄ 小山田 小山 COLORS 勝点 得失

24 　トリトン藤沢SC(藤沢市) ☆☆☆

23 　町田小川ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ ☆☆☆

22 　ARTEｻｯｶｰｽｸｰﾙ山崎 ☆☆☆

順位

21 　東京・町田忠生ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ ☆☆☆

Ｆブロック 忠生 山崎 小川 藤沢 勝点 得失 得点

20 　CFG-YOKOHAMA(横浜) ☆☆☆

19 　町田相原ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ ☆☆☆

17 　ＦＣﾄﾘﾌﾟﾚｯﾀ町田ｼﾞｭﾆｱ ☆☆☆

18 　つくし野ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 ☆☆☆

Ｅ・Ｆ・Ｇ・Ｈブロック　会場：相原中央グランド(相原中央公園内)

Ｅブロック ﾄﾘﾌﾟﾚｯﾀ つくし野 相原 ＣＦＧ 勝点 得失 得点 順位



　

Ｈ1位

多目的広場１０：３０ 多目的広場１１：２０

２位トーナメント　会場：丘の上グランド

⑤Ａコート１２：００ ⑤Ｂコート１２：００

①Ａコート　９：００

審判：当該チーム(前後半交代・１名制)

審判：⑦の両チーム

⑨Ａコート１５：００

審判：⑦の両チーム

審判：⑤の負け

Ａコート③１０：５０ Ｂコート③１０：５０

審判：本部

Ａ1位 Ｂ1位 Ｃ1位 Ⅾ1位 Ｅ1位 Ｆ1位 Ｇ1位

試合球：本部

【１２月２５日（日）順位トーナメント】

決勝トーナメント　会場：ＧＩＯＮスタジアム・多目的広場

Ａコート④１３：００

Ｂコート④１３：００

Ａコート①　９：００ Ｂコート①　９：００ Ａコート②　９：５０ Ｂコート②　９：５０

①Ｂコート　９：００ ②Ａコート　９：４５ ②Ｂコート　９：４５

Ｇ2位 Ｈ2位

⑥Ａコート１２：４５ ⑥Ｂコート１２：４５

Ａ2位 Ｂ2位 Ｃ2位 Ⅾ2位 Ｅ2位 Ｆ2位

審判：Ｅ3位/Ｆ3位 審判：Ｇ3位/Ｈ3位審判：Ａ3位/Ｂ3位 審判：Ｃ3位/Ｄ3位

審判：当該チーム(前後半交代・１名制)



　

　 審判：当該チーム(前後半交代・１名制)審判：当該チーム(前後半交代・１名制)

審判：Ｃ4位/Ｄ4位審判：Ａ4位/Ｂ4位審判：Ｇ4位/Ｈ4位審判：Ｅ4位/Ｆ4位

審判：⑤⑦の負け

審判：⑤の両チーム審判：⑦の両チーム

審判：当該チーム(前後半交代) 審判：当該チーム(前後半交代)

審判：Ｇ2位/Ｈ2位審判：Ｅ2位/Ｆ2位審判：Ｃ2位/Ｄ2位

３位トーナメント　会場：丘の上グランド

⑨Ｂコート１５：００

⑦Ａコート１３：３０ ⑦Ｂコート１３：３０

③Ａコート１０：３０ ③Ｂコート１０：３０ ④Ａコート１１：１５ ④Ｂコート１１：１５

Ｇ3位 Ｈ3位

審判：Ａ2位/Ｂ2位

審判：７の負け

審判：⑤の両チーム審判：⑤の両チーム

⑨１５：００

Ｇ4位 Ｈ4位

⑧Ａコート１４：１５ ⑧Ｂコート１４：１５

４位トーナメント　会場：本町田少年サッカー場

Ａ3位 Ｂ3位 Ｃ3位 Ⅾ3位 Ｅ3位 Ｆ3位

⑥１２：４５ ⑧１４：１５

Ａ4位 Ｂ4位 Ｃ4位 Ⅾ4位 Ｅ4位 Ｆ4位

⑤１２：００ ⑦１３：３０

①９：００ ②９：４５ ③１０：３０ ④１１：１５



・

等を記入）の提出をお願いします

※小さいお子さん(弟妹)の来場は可能ですが、保護者と一緒にいること

選手のマスクは必要に応じてつけてください。大人は可能な限りつけてください

新型コロナウィルス感染症対策のお願い

・ 感染対策及び消毒用具等の持参をお願いします。

・ 新型コロナウィルス感染症対策の為、各チーム名簿(選手・スタッフ・保護者

食事はさけるようにしてください。(黙食)

・ こまめな手洗い・消毒をしてください。

・ 試合・練習時以外では、可能な限り人と人との距離を取りましょう。

・ 基本的に荷物場所での待機をお願いします。関係のないところへは行かない

ようにしてください。

・ 食事はできる限り個人で食べるようにしてください。集団(丸くなって等)での

★無事開催できるよう、皆さんご理解ご協力をお願いいたします★

・ 飲み物のまわし飲み、タオルの使いまわしはしないでください。

・ 試合ベンチは試合前・後にアルコール消毒をしてください。

・ 上記以外に、必要と思う対策及び各協会で決められている対策もお願いします。


