
高島平三丁目自治会ｶｯﾌﾟ　実行委員会

開催主旨
1、サッカー活動に興味を持ち始めたなでしこ女子が多数が集まり、サッカーにもっと興味を持ってもらうきっかけと

地域活性につながることを期待する催し。
　

１．主　催　　　　高島平三丁目自治会

２．運　営　　　　高島平サッカークラブ

３．後　援　　　　・板橋区教育委員会  ・高島平新聞社

４．日　時
　

５．会　場    試 合 会 場　　 ：板橋区立高島第五小学校 (東京都板橋区高島平3-11-1)

 開会・閉会式会場：板橋区立高島第三中学校 (東京都板橋区高島平4-22-1)
　

６．クラス
　

7．試合方式　　(１） ６人制とし、交代枠は自由(再出場可)

 　　(４） リーグ戦の順位は、勝ち点、得失点差、総得点、PK戦（3人）の順とする。

 　　　　　（勝ち＝３、引き分け＝１、負け＝０）

 　　(５） 試合時間は２０分(１０分-5分-10分)

　　(７） 試合球は両チーム持ち寄りでお願い致します。

８．組合せ
　

９．表　彰
　

10．参加費
　

　　　11．その他

　　(３） 受付 8:00 ～　高島第５小学校

　　　　 開会式 8:30～ 高島第３中学校 

　　(４） 中止連絡については AM ６：３０迄に発信、小雨順延も有

　　

　第２回　高島平三丁目自治会ｶｯﾌﾟ　少女大会

　　組合せ及び試合時間は次ページ以降の通り。

　　優勝・準優勝・3位  各順位パート１～３位

　　４０００円

　　の責任者に一任します。

 　　(６） 審判は１人審判としますのでご協力お願い致します。(審判服着用願います)

　　小学校１年生～4年生(女子)

　　(２） 日本サッカー協会８人制競技規則に準ずる。一部ローカルルールで実施する。

　　(３） 試合形式はリーグ戦・順位別リーグで行う。

大　会　要　項

　　2017年4月2日（日）　　　am　8：30　～　pm　16：30

2、地域を超えて低学年女子サッカー活動の交流を行う催し。

　　(１） 障害事故等については主催者側で応急処置は致しますが、以降の責任はチーム

　　(２） 駐車は、学校の駐車場(概ね各チーム２台程度) 自転車は学校内に駐輪する。



当日進行 8：00 ～8：20 受付 　　　　高島第五小学校　　

8：30 ～8：45 開会式　　　高島第三中学校　　

9：15 ～9：25 ｽﾀｯﾌ顔合わせ・ﾛｰｶﾙﾙｰﾙ確認 (高島第五小学校に移動後)

10:00 ～ 第1試合

16：10～16：30閉会式　　　高島第三中学校　　　　

　

　

　

　

　

時間 コート 審判 （1人制）

Ａ面 戸塚FCガールズ　ＳＣ vs 高島平SCレディース Ｓｏｌ 市川総武レディース

Ｂ面 戸塚FCガールズ GW　 vs FC KAISHIN　　 板橋女子レッド

Ｃ面 川口リリーズ　 vs 高島平ＳＣレディース Bonita 板橋女子ブルー

Ａ面 戸塚FCガールズ　ＳＣ vs 市川総武レディース 高島平SCレディース Ｓｏｌ

Ｂ面 戸塚FCガールズ GW　 vs 板橋女子レッド FC KAISHIN　　

Ｃ面 川口リリーズ　 vs 板橋女子ブルー 高島平ＳＣレディース Bonita

Ａ面 高島平SCレディース Ｓｏｌ vs 市川総武レディース 戸塚FCガールズ　ＳＣ

Ｂ面 FC KAISHIN　　 vs 板橋女子レッド 戸塚FCガールズ GW　

Ｃ面 高島平ＳＣレディース Bonita vs 板橋女子ブルー 川口リリーズ　

Ａ面 A-1位 vs B-1位 C-1位

Ｂ面 A-2位 vs B-2位 C-2位

Ｃ面 A-3位 vs B-3位 C-3位

Ａ面 Ａ-1位 vs Ｃ-1位 B-1位

Ｂ面 Ａ-2位 vs Ｃ-2位 B-2位

Ｃ面 Ａ-3位 vs Ｃ-3位 B-3位

Ａ面 B-1位 vs Ｃ-1位 A-1位

Ｂ面 B-2位 vs Ｃ-2位 A-2位

Ｃ面 B-3位 vs Ｃ-3位 A-3位

Ａ面 　 vs 　 　

Ｂ面 　 vs 　 　

Ｃ面 vs

移動 15：00～15：30

表彰・閉会式 16：10～16：30

　 　 　 　 　

　

　

　

　

第２試合

第１試合

グループA（A面) 

グループB（B面)

グループC（C面)

組合せ・コート

第３試合

10：00～10：25

10：35～11:00

11：10～11：35

13：20～13:45

予備・お昼 11：35～12：05

第４試合 12：10～12：35

トレーニングマッチ 14：00～15:00

第５試合

第６試合

12：45～13：10

表彰式・閉会式を高島第三中学校で行うため移動お願い致します。(徒歩10分)　

高島第三中学校にて実施

対戦表

チ ー ム 名
　・戸塚FCガールズ SC　　・高島平SCレディース Ｓｏｌ　　・市川総武レディース

　・戸塚FCガールズ GW　　・FC KAISHIN　　           　　　・板橋女子レッド

　・川口リリーズ　　　　　　　・高島平ＳＣレディース Bonita ・板橋女子ブルー



戸塚ＦＣガールズＳＣ

グループＡ① グループＡ② グループＡ③
勝 負 引勝点 総得点 総失点 得失点差 順位

グループＡ①

戸塚ＦＣガールズＳＣ

グループＡ②

グループ　Ａ

高島平ＳＣレディース Ｓｏｌ

グループＡ③

市川総武レディース

高島平SCﾚﾃﾞｨｰｽ Sol 市川総武レディース

戸塚ＦＣガールズＳＣ第１試合 10:00～10:25

試合・時間 対　戦　表

市川総武レディース

審判（１人制）

市川総武レディース

高島平SCﾚﾃﾞｨｰｽ Sol

高島平SCﾚﾃﾞｨｰｽ Sol

高島平SCﾚﾃﾞｨｰｽ Sol 市川総武レディース

戸塚ＦＣガールズＳＣ

戸塚ＦＣガールズＳＣ

第２試合 10:35～11:00

第３試合 11:10～11:35

＜コート Ａ面＞

勝 負 引勝点 総得点 総失点 得失点差 順位

第１試合 10:00～10:25

試合・時間 対　戦　表 審判（１人制）

第２試合 10:35～11:00

第３試合 11:10～11:35

勝 負 引勝点 総得点 総失点 得失点差 順位

第１試合 10:00～10:25

試合・時間 対　戦　表 審判（１人制）

第２試合 10:35～11:00

第３試合 11:10～11:35

グループ　Ｂ
グループＢ① グループＢ② グループＢ③

グループＢ①

グループＢ②

グループＢ③

戸塚ＦＣガールズＧＷ

ＦＣ．ＫＡＩＳＨＩＮ

ＦＣ．ＫＡＩＳＨＩＮ

板橋女子レッド

板橋女子レッド

＜コート Ｂ面＞
戸塚ＦＣガールズＧＷ

ＦＣ．ＫＡＩＳＨＩＮ 板橋女子レッド

戸塚ＦＣガールズＧＷ ＦＣ．ＫＡＩＳＨＩＮ板橋女子レッド

板橋女子レッドＦＣ．ＫＡＩＳＨＩＮ

戸塚ＦＣガールズＧＷ

戸塚ＦＣガールズＧＷ

グループ　Ｃ
グループＣ ① グループＣ ② グループＣ ③

グループＣ ③

グループＣ ②

グループＣ ①

川口リリーズ

川口リリーズ

高島平ＳＣレディース Bonita

板橋女子ブルー

板橋女子ブルー

高島平SCﾚﾃﾞｨｰｽ Bonita

高島平SCﾚﾃﾞｨｰｽ Bonita

川口リリーズ

川口リリーズ 高島平SCﾚﾃﾞｨｰｽ Bonita

川口リリーズ

板橋女子ブルー

板橋女子ブルー

板橋女子ブルー高島平SCﾚﾃﾞｨｰｽ Bonita

＜コート Ｃ面＞

トイレ

校　舎

体育館

プール

＜コート配置図＞
入口

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面

本部

高島第３中学校 方面



勝 負 引勝点 総得点 総失点 得失点差 順位

グループＡ １位 グループＢ １位 グループＣ １位

２位 パート

勝 負 引勝点 総得点 総失点 得失点差 順位

グループＡ １位 グループＢ １位 グループＣ １位

１位 パート

＜ 順位 パート＞

勝 負 引勝点 総得点 総失点 得失点差 順位

グループＡ １位 グループＢ １位 グループＣ １位

３位 パート

第４試合 12:10～12:35

第５試合 12:45～13:10

第６試合 13:20～13:45

第４試合 12:10～12:35

第５試合 12:45～13:10

第６試合 13:20～13:45

第４試合 12:10～12:35

第５試合 12:45～13:10

第６試合 13:20～13:45

＜３位パート・コート Ｃ面＞

＜２位パート・コート Ｂ面＞

＜１位パート・コート Ａ面＞

グループＡ １位

グループＣ １位

グループＢ １位

グループＡ １位

グループＣ １位

グループＢ １位

グループＡ １位

グループＣ １位

グループＢ １位

グループＡ １位 グループＢ １位

グループＢ １位

グループＣ １位グループＡ １位

グループＣ １位

グループＡ ２位

グループＡ ２位

グループＢ ２位

グループＢ ２位

グループＣ ２位

グループＣ ２位

グループＡ ３位

グループＡ ３位

グループＢ ３位

グループＢ ３位

グループＣ ３位

グループＣ ３位

グループＡ １位

グループＢ １位

グループＣ １位

グループＣ ２位

グループＢ ２位

グループＡ ２位

グループＣ ３位

グループＢ ３位

グループＡ ３位

対　戦　表 審判（１人制）試合・時間

対　戦　表 審判（１人制）試合・時間

対　戦　表 審判（１人制）試合・時間


