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準優勝・第３位：盾・賞状・メダル
第4位：盾・賞状
全チーム：参加賞
※メダルは各１６個まで。１７個目以降は、当該チーム負担になります(注文する場合は後日お渡しになります）

表彰式　： １２月１２日（日）町田GIONスタジアム（旧名：町田市立陸上競技場）（決勝戦終了後）
※表彰式ともにベスト８チームは参加してください

表彰品　： 優　勝：優勝旗(持回り)、優勝トロフィー(持回り)、盾・賞状・メダル

・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。
・対戦相手同士でユニフォームの打ち合わせを試合前に行うこと。

審　　判： ・１人制。主審・予備審とも審判服を着用のこと。

　（決勝日）審判は町田サッカー協会審判部で対応。芝生保護のためスパイク禁止。(ベスト8以外のチームで対応）

・試合開始１５分前に本部前に集合しメンバーチェック及び審判打合せをすること。
　（予選日）各チーム１名の審判を帯同すること。（要免許保持者）

・原則としてユニフォームを含む競技者の用具は２０２０/２０２１競技規則に則るものとする。しかし、アンダーシャツ、アンダ
　ーショーツ及びタイツの色はチームで統一されていればその限りではない。競技者の体調を優先し、ローカルルールを用いる。

・選手が退場を命じられた場合は、交代要員の中から選手の補充をすることができる。退場や怪我などの理由で５人以下とな
　った場合は試合不成立とする。(３－０)の結果とする。警告及び退場は当該試合のみに適用する。　
・試合球は４号縫いボールとする（予選日は各チーム持ち寄り、決勝日は本部が準備する）。　
・その他の規則は日本サッカー協会８人制競技規則に準ずる。

ユニフォーム ・フィールド及びキーパーとも、色の異なるユニフォームを用意すること。（ビブス不可）

・ピッチサイズは４０ｘ６０ｍ。ただし使用する試合会場の大きさによって修正する場合がある。
・フリーキックは７ｍとし、ペナルティキックは８ｍとする。
・同点の場合は、３人のＰＫ戦（決着がつかない場合、以後サドンデス）を行う。ただし、決勝戦は５分ハーフの延長戦→
　ＰＫ戦とする。
・選手交代は交替ゾーンを設け、交替で入る選手が自ら交替する選手を呼ぶ。ただし、ＧＫの交替はアウトオブプレー中に主
　審の許可を得て行う。　

決勝日：２０２１年１２月１２日(日)
　会場：町田GIONスタジアム　※雨天決行

ントリー時点で８人以上いること、６人で試合成立)。スポーツ保険に加入していること。審判資格者が1名帯同できること。

試合方法： 初日：予選リーグ（１位通過）、２日目：決勝トーナメント

競技規則： ・試合時間は、１５分ハーフ（１５−５−１５）とする。メンバーチェックは試合開始15分前に行う。

協　　　賛： 株式会社伊藤園・有限会社ドリブルスポーツ

参加資格： 　選手の過半数が町田市内に在住あるいは通学するメンバーで構成された３年生を主体とするチームであること。８人制(エ

・その試合でゴールキーパー（ＧK）が途中でフィールドプレーヤー（ＦＰ）に代わることが決まっている場合、ＧK時にＦＰ用
　のショーツとソックスを着用していても良い。但し、最初からGK用のショーツとソックスを持参しないことを不可とする。

第45回ＪＣ杯少年サッカー大会開催要項(3年生大会)

開催主旨：  本大会は「一般社団法人町田青年会議所」の青少年健全育成事業の一環として行われる。子ども達の心身の鍛錬と健康
の増進を目的とし、子ども達に団体行動の大切さや、団体の中での個人の役割を理解させ、地域の将来を担う子ども達の自主
性、創造性を引き出し、併せて地域の一層の発展と近隣サッカー協会及びチームとの交流と親睦を図る。

　会場：相原中央グランド、小山ＦＣグランド、本町田少年サッカー場　※小雨決行

主　　　催： 一般社団法人　町田青年会議所　　　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
後　　　援： 町田市教育委員会

開催日時： 予選日：２０２１年１１月１４日(日)
　会場：相原中央グランド、上の原グランド　※小雨決行
雨天順延時の予選日：２０２１年１１月２１日（日）
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優　勝
準優勝
第３位
第４位

優　勝
準優勝
第３位
第４位

優　勝
準優勝
第３位
第４位

優　勝
準優勝
第３位
第４位

優　勝
準優勝
第３位
第４位

優　勝
準優勝
第３位
第４位

優　勝
準優勝
第３位
第４位

横浜港北ＳＣ（横浜市）
東京町田小川ＦＣ（町田市）

藤沢ＦＣ（藤沢市）
ＳＣ.ＨＦ.Ｃ（横浜市）
若葉台ＦＣ（稲城市）
鶴牧SC（多摩市）２０１９年度

シルクロードＳＣ（八王子）
つくし野ＳＳＳ（町田）

ＦＣ．ＣＯＬＯＲＳ（八王子）
町田・小山田サッカークラブ（町田）
梨花フットボールクラブ（稲城）
ＦＣ六会湘南台（藤沢）

鶴見東ＦＣ（横浜市）
本町田フットボールクラブ（町田市）

２０１８年度

２０１７年度

２０１５年度

２０１６年度

ＦＣカルパ（横浜）
小山ＦＣ（町田）

東京町田小川ＦＣ（町田）
白百合ＳＣ（八王子）
六浦毎日ＳＳ（横浜）

鶴川ＦＣ（町田）

町田相原ＦＣ（町田）
小糸ＳＳＳ（藤沢）
六浦毎日ＳＳ（横浜）
本町田ＦＣ（町田）

チーム名

　東京町田忠生サッカークラブ
　東京町田成瀬サッカークラブ 　ＦＣレオヴィスタ町田

　本町田フットボールクラブ
　町田大蔵フットボールクラブ
　東京町田小川FC
　ＦＣ芹ヶ谷東京
　南大谷キャッツSC

チーム名

　鶴川ブルファイトSC
　つくし野サッカースポーツ少年団
　町田高ヶ坂サッカークラブ
　町田・小山田サッカークラブ
　MGサッカークラブーＢ
　MGサッカークラブーＡ
　町田相原FCーＢ
　町田相原FCーＡ

過去の成績
２０１４年度

　境川イレブン
　東京・小山FCーＡ

　ＦＣトリプレッタ町田ジュニア
　東京・小山FCーＢ

　ＡＲＴＥＳＳ山崎
　ARTE　SUBARU・SUMIRE
　町田JFCーＡ
　町田JFCーＢ

参加チーム（第４５回大会）

・駐車場：相原中央グランド、上の原グランド、GIONスタジアムは有料になります。（全会場とも配車車両表提出あり）

　　大会責任者 ： 一般社団法人　町田サッカー協会　小学部　部長　河合　進一

その他　： ・降雨中止の判断は、午前６時００分までに決定し各チーム連絡者に連絡(メール)します。

・コロナ対策：MFAで取り決めされた対応を徹底すること。また、別紙にて健康チャックシート提出等をお願いします。
・指導者３名+審判員１名+保護者３名以内(ワクチン２回接種済み者)

　相原中央グランド…4台迄（うち１台無料・３台有料、フロントガラスに駐車証掲示あり）
　上の原グランド…4台迄（有料、フロントガラスに駐車証掲示あり）

　GIONスタジアム…5台迄（有料、フロントガラスに駐車証掲示なし）
　小山FCグランド…５台迄（無料、フロントガラスに駐車証掲示あり）
　本町田少年サッカー場…4台迄（無料、フロントガラスに駐車証掲示あり）

　※運営役員は駐車台数に含みません

２０２０年度 町田ＪＦＣーＡ
本町田フットボールクラブ
町田ＪＦＣーＢ
東京町田成瀬サッカークラブ
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No No
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3 ー 3 ー
4 ー 4 ー
5 ー 5 ー
6 ー 6 ー
7 ー 7 ー

8 ー 8 ー

9 ー 9 ー

19 22
20 23
21 24

No No
1 ー 1 ー

2 ー 2 ー

3 ー 3 ー

時間 Ａコート 主審 予備審 Bコート 主審 予備審 時間 Ａコート 主審 予備審 Bコート 主審 予備審

２０２１年　第４５回ＪＣ杯　３年生大会

６　位
５　位
４　位

【相原中央グランドＡ・Ｂコート】 【上の原グランドＡ・Ｂコート】

休憩 休憩 休憩 休憩

　FCレオヴィスタ町田 ＊＊＊
　町田相原FC-B ＊＊＊

　町田大蔵ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ ＊＊＊

３　位
準優勝
優　勝

　町田・小山田ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ ＊＊＊

　ＭＧｻｯｶｰｸﾗﾌﾞｰA ＊＊＊

　本町田ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ ＊＊＊
Ｄブロック 町Ｊ-B 相原-B ﾚｵｳﾞｨｽﾀ 勝 分 失点 得失 順位Hブロック 本町田 小山田 大蔵 勝 分 負

　町田JFC-B ＊＊＊
勝点 得点負 勝点 得点 失点 得失 順位

　FCトリプレッタ町田ジュニア ＊＊＊
　町田相原FC-A ＊＊＊
　ARTE　SUMIRE・SUBARU ＊＊＊

順位Ｇブロック 小山-A TRP MG-A 勝 分
　鶴川ブルファイトSC ＊＊＊ 　東京・小山FC-A ＊＊＊

負 勝点 得点 失点 得失 順位Ⅽブロック ﾌﾞﾙﾌｧｲﾄ SS 相原-A 勝 分 負 勝点 得点 失点 得失

　東京町田忠生ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ ＊＊＊
　東京・小山FC-B

　境川イレブン ＊＊＊

＊＊＊ 　FC芹ヶ谷東京 ＊＊＊

Ｂブロック イレブン 町J-A 小山-B 勝 分 負 勝点 得点 失点 得失

　町田JFC-A ＊＊＊

Ｆブロック MG-B 忠生 芹ヶ谷 勝 分
　MGｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ-B ＊＊＊

負 勝点 得点 失点 得失 順位 順位

　東京町田成瀬サッカークラブ ＊＊＊
　東京町田小川FC ＊＊＊ 　町田高ヶ坂ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ ＊＊＊
　ARTE山崎 ＊＊＊
　つくし野ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 ＊＊＊

Ⅽブロック1位 Ｄブロック1位

　南大谷キャッツSC ＊＊＊
負 勝点 得点 失点 得失 順位Ｅブロック 南大谷 成瀬 高ヶ坂 勝 分

決勝トーナメント

予選リーグ
　　開催日：１１／１４（日）
　　会場　：　相原中央・上の原

　　開催日：１２／１２（日）
　　会場　：　町田GIONスタジアム
※審判：ベスト８チーム以外

④Ａコート ④Ｂコート

８　位
７　位

11:40

12:20 12:20

３位決定戦

14:40

⑥Ａコート

Ｇブロック1位 Ｈブロック1位Ａブロック1位

①Ａコート

10:00 10:40 10:00 10:40

Ｅブロック1位 Ｆブロック1位

得点 失点 得失 順位Ａブロック つくし野 山崎 小川 勝 分

Ｂブロック1位

②Ａコート ①Bコート ②Bコート

負 勝点

11:50 山崎 小川 小山-B イレブン SS 相原-A 町J-B ﾚｵｳﾞｨｽﾀ

10:40 イレブン 町J-A つくし野

ー

ー
10:00 つくし野 山崎 イレブン 町J-A ﾌﾞﾙﾌｧｲﾄ SS 相原-B 町J-B

MG-A 大蔵
12:30 町J-A 小山-B 山崎 小川 相原-B ﾚｵｳﾞｨｽﾀ SS 相原-A

休憩 休憩
ー

ー
本町田

10:40 MG-B 忠生 南大谷 成瀬 本町田 小山田 小山-A TRP
10:00 南大谷 成瀬 MG-B 忠生 小山-A TRP 本町田 小山田

本町田 MG-A 小山-A
13:40 高ヶ坂 南大谷 忠生 芹ヶ谷 MG-A 小山-A 小山田 大蔵

12:30 忠生 芹ヶ谷 成瀬 高ヶ坂 小山田 大蔵 TRP MG-A
休憩 休憩

⑥Bコート

③Ａコート

７位決定戦５位決定戦

14:00
⑤Ｂコート

14:00
⑤Ａコート

③Ｂコート

11:40

14:40
※駐車：各チーム５台（駐車証提示なし）

予選リーグ(予備日)

11:50 成瀬

MG-B 高ヶ坂 南大谷 大蔵

高ヶ坂 芹ヶ谷 MG-B TRP

13:40 小川 つくし野 町J-A 小山-B

　　開催日：１１／２１（日）
　　会場　：　相原中央・小山・少年

【相原中央グランドＡコート】
Ａブロック つくし野 山崎 小川 勝 分 負 勝点 得点 失点 得失 順位 Ｄブロック

14:20 芹ヶ谷14:20 小山-B イレブン 小川 つくし野 ﾚｵｳﾞｨｽﾀ 町J-B 相原-A ﾌﾞﾙﾌｧｲﾄー

分 負 勝点 得点 失点 得失 順位
　つくし野ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 ＊＊＊ 　町田JFC-B ＊＊＊

町Ｊ-B 相原-B ﾚｵｳﾞｨｽﾀ 勝

　ARTE山崎 ＊＊＊ 　町田相原FC-B ＊＊＊
　FCレオヴィスタ町田 ＊＊＊

Ｂブロック イレブン 町J-A 小山-B 勝 分 負 勝点 得点 失点 得失 順位 Ｅブロック 南大谷 成瀬 高ヶ坂 勝 分 負 勝点 得点 失点 得失 順位

　東京町田小川FC ＊＊＊

　町田JFC-A ＊＊＊ 　東京町田成瀬サッカークラブ ＊＊＊
　境川イレブン ＊＊＊ 　南大谷キャッツSC ＊＊＊

Ⅽブロック ﾌﾞﾙﾌｧｲﾄ SS 相原-A 勝 分 負 勝点 得点 失点 得失 順位 Ｆブロック MG-B 忠生 芹ヶ谷 勝 分 負 勝点 得点 失点 得失 順位

　東京・小山FC-B

＊＊＊ 　MGｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ-B ＊＊＊

＊＊＊ 　町田高ヶ坂ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ ＊＊＊

　ARTE　SUMIRE・SUBARU ＊＊＊ 　東京町田忠生ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ ＊＊＊
　鶴川ブルファイトSC

時間 Ａコート 主審 予備審 時間 Ｂコート 主審 予備審

　町田相原FC-A ＊＊＊ 　FC芹ヶ谷東京 ＊＊＊

10:20 山崎 小川 小山-B イレブン 10:20 相原-B ﾚｵｳﾞｨｽﾀ 高ヶ坂 南大谷

成瀬
9:40 イレブン 町J-A つくし野 山崎 9:40 南大谷 成瀬 町J-B 相原-B
9:00 つくし野 山崎 イレブン 町J-A 9:00 町J-B 相原-B 南大谷

ﾚｵｳﾞｨｽﾀ
11:40 小川 つくし野 町J-A 小山-B 11:40 ﾚｵｳﾞｨｽﾀ 町J-B 成瀬 高ヶ坂
11:00 町J-A 小山-B 山崎 小川 11:00 成瀬 高ヶ坂 相原-B

町J-B
13:00 ﾌﾞﾙﾌｧｲﾄ SS 相原-A 本部 13:00 MG-B 忠生 芹ヶ谷 本部
12:20 小山-B イレブン 小川 つくし野 12:20 高ヶ坂 南大谷 ﾚｵｳﾞｨｽﾀ

休憩
15:20 相原-A ﾌﾞﾙﾌｧｲﾄ SS 本部 15:20 芹ヶ谷 MG-B 忠生 本部

休憩
14:10 SS 相原-A ﾌﾞﾙﾌｧｲﾄ 本部 14:10 忠生 芹ヶ谷 MG-B 本部

得失 順位
【小山Ｆグランド】※選手入場は13時 【本町田少年サッカー場】

Ｇブロック 小山-A TRP MG-A 勝 分 負 勝点 得点 失点 得失 順位 Hブロック 本町田 小山田
　東京・小山FC-A ＊＊＊

大蔵 勝 分 負 勝点 得点 失点

　FCトリプレッタ町田ジュニア ＊＊＊ 　町田・小山田ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ ＊＊＊
　本町田ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ ＊＊＊

　ＭＧｻｯｶｰｸﾗﾌﾞｰA ＊＊＊ 　町田大蔵ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ ＊＊＊

休憩
14:00 小山-A TRP MG-A 本部 9:00 本町田 小山田 大蔵
時間 対戦相手 主審 予備審 時間 対戦相手 主審 予備審

本部

【相原中央グランドＢコート】

16:00 MG-A 小山-A TRP 本部 11:00 大蔵 本町田 小山田

本部
休憩 休憩

15:00 TRP MG-A 小山-A 本部 10:00 小山田 大蔵 本町田

本部
休憩
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相原-A ﾌﾞﾙﾌｧｲﾄ ﾚｵｳﾞｨｽﾀ 相原-B

山崎 町J-B 相原-B ﾌﾞﾙﾌｧｲﾄ SS


