
競技規程
【競技方法】 4チーム総当たりの予選リーグを行った後、順位決定リーグを行う。

試合時間は30分とし、ハーフタイムのインターバルは５分とする。
予選リーグ・順位決定リーグの順位は以下の順で決定する。
①勝ち点 ②得失点差 ③総得点数 ④直接の対戦成績 ⑤本部にて抽選

【競技規則】 ・本年度公益財団法人日本サッカー協会制定の「サッカー競技規則（8人制）」に準ずる。
・大会使用球は4号縫いボールとし、主催者側が用意する。
・グラウンドの大きさはおよそ68m×50mであり、ジュニアサイズのゴールを使用する。
・交代選手としてベンチに退いた選手が再び交代選手として試合に出場することができる。
・交代可能人数は制限を設けない。
・本大会において退場を命じられた選手は次の１試合に出場できず、それ以降の処置については大会実
行委員会で決定する。なお、順位決定リーグには持ち越さないものとする。

・警告は、次の試合に持ち越さないものとする。
・暑熱対策として、主審の判断で「飲水タイム」あるいは「クーリングブレイク」をとる場合がある。
・ユニフォームは、正と副を用意する。ただし正しか用意できない場合はビブス着用可とする。

【審 判】 十文字学園女子大学サッカー部・十文字高校サッカー部
【表 彰】 ①優勝チームにはカップを授与し、次回までこれを保管する。

②優勝・準優勝・第3位のチームには表彰状を授与する。
③大会優秀選手・得点王・ベストゴールキーパーには表彰状を授与する。

【代表者会議】 2016年8月6日（土）8：00 会場：十文字学園女子大学7号館1階カフェテリア
【開会式】 2016年8月6日（土）9：45 会場：十文字学園女子大学天然芝グラウンド
【閉会式】 2016年8月7日（日）15：45 会場 ： 十文字学園女子大学天然芝グラウンド

マッチスケジュール
8月6日 人工芝A 人工芝B 天然芝A 天然芝B

9：00 戸木南 vs 和光 川越 vs 綾南 青梅新町 vs フェリシダージェ はやぶさ vs 富士見丘

9：45 開会式 会場：天然芝グラウンド

10：15 高島平 vs 松戸 市川 vs 東大宮 さくら vs 戸塚 Plaisir vs 府中

11：00 東京A vs 長野 東京B vs 群馬 千葉 vs 茨城 埼玉 vs 東京C

11：45 戸木南 vs 青梅新町 川越 vs はやぶさ 和光 vs フェリシダージェ 綾南 vs 富士見丘

12：30 高島平 vs さくら 市川 vs Plaisir 松戸 vs 戸塚 東大宮 vs 府中

13：15 東京A vs 茨城 東京B vs 埼玉 長野 vs 千葉 東京C vs 群馬

14：00 戸木南 vs フェリシダージェ 川越 vs 富士見丘 和光 vs 青梅新町 綾南 vs はやぶさ

14：45 高島平 vs 戸塚 市川 vs 府中 松戸 vs さくら 東大宮 vs Plaisir

15：30 東京A vs 千葉 東京B vs 東京C 長野 vs 茨城 群馬 vs 埼玉

8月7日 人工芝A 人工芝B 天然芝A 天然芝B

9：00 A組3位 vs B組3位 A組4位 vs B組4位 C組3位 vs D組3位 C組4位 vs D組4位

9：45 E組1位 vs F組1位 E組3位 vs F組3位 E組2位 vs F組2位 E組4位 vs F組4位

10：30 A組1位 vs B組1位 A組2位 vs B組2位 C組1位 vs D組1位 C組2位 vs D組2位

11：15 A組3位 vs C組3位 A組4位 vs C組4位 B組3位 vs D組3位 B組4位 vs D組4位

12：00 E組1位 vs E組2位 E組3位 vs E組4位 F組1位 vs F組2位 F組3位 vs F組4位

12：45 A組1位 vs C組1位 A組2位 vs C組2位 B組1位 vs D組1位 B組2位 vs D組2位

13：30 A組3位 vs D組3位 A組4位 vs D組4位 B組3位 vs C組3位 B組4位 vs C組4位

14：15 E組1位 vs F組2位 E組3位 vs F組4位 F組1位 vs E組2位 F組3位 vs E組4位

15：00 A組1位 vs D組1位 A組2位 vs D組2位 B組1位 vs C組1位 B組2位 vs C組2位

15：45 閉会式 会場：天然芝グラウンド

FC Plaisir 北区さくらガールズ はやぶさFC Girls

フェリシダージェガールズ 綾南フットボールクラブガールズ 戸塚FCガールズ

戸木南ボンバーズFC 高島平サッカークラブレディース 市川フットボールクラブレディース

松戸ガールズ 青梅新町FCショコラ 川越女子ジュニアサッカークラブ

東大宮エンジェルス 富士見丘アンジェリーナ 府中なでしこ

SC和光ベレーザ 茨城Tiara（茨城県トレセンU-12女子） 群馬県トレセンU-12女子

埼玉県トレセンU-12女子 千葉県トレセンU-12女子 長野県トレセンU-12女子

東京都U-12チャレンジTC A 東京都U-12チャレンジTC B 東京都U-12チャレンジTC C

参加チーム一覧



A組 戸木南 青梅 和光 フェリシダージェ 勝点 得点 失点 得失点差 順位

戸木南ボンバーズFC

青梅新町FCショコラ

SC和光ベレーザ

フェリシダージェガールズ

B組 高島平 松戸 さくら 戸塚 勝点 得点 失点 得失点差 順位

高島平サッカークラブ

松戸ガールズ

北区さくらガールズ

戸塚フットボールクラブ
ガールズ

C組 川越 綾南 はやぶさ 富士見丘 勝点 得点 失点 得失点差 順位

川越女子ジュニア
サッカークラブ

綾南フットボールクラブ
ガールズ

はやぶさFC Girls

富士見丘アンジェリーナ

D組 市川 東大宮 Plaisir 府中 勝点 得点 失点 得失点差 順位

市川フットボールクラブ
レディース

東大宮エンジェルス

FC Plaisir

府中なでしこ

E組 東京A 長野 茨城 千葉 勝点 得点 失点 得失点差 順位

東京都U-12
チャレンジTC A

長野県トレセンU-12女子

茨城県トレセンU-12女子

千葉県トレセンU-12女子

F組 東京B 群馬 埼玉 東京C 勝点 得点 失点 得失点差 順位

東京都U-12
チャレンジTC B

群馬県トレセンU-12女子

埼玉県トレセンU-12女子

東京都U-12
チャレンジTC C

組み合わせ


