
 

２２００００８８年年度度  
調調布布市市選選抜抜少少年年ササッッカカーー大大会会 

平成２１年１月３１日/２月１日 

調布市関東村サッカー場D1/D2 



２００８年度調布市選抜少年サッカー大会開催要項 

 
 

１．期日   平成２１年１月３１日（土）、２月１日（日） 
２．場所  調布市関東村サッカー場Ｄ１、D2 グランド(味の素スタジアム北側) 
         住所：調布市西町１１３１－１ 
３．参加チーム  １２チーム 
４．競技規則 

★ ゲームは１１人制で行い、他２００８年度版日本サッカー協会競技規則に準ずる。 
★ 小学６年生主体で編成されたチーム。（６年生以下としてベンチの人数は制限しません。） 
★ 交代は自由とし、1 度交代した選手でも再出場することができる。 
★ 競技時間は４０分（２０－５－２０分）で行う。 
★ 1 日目をリーグ戦として、１２チームが３チーム毎、４リーグで対戦し、２日目に各リー

グ１位、２位が上位トーナメント、３位が下位トーナメントへ進み対戦する。 
★ リーグ戦の順位決定は勝ち点、得失点、総得点、対戦成績、コイントスの順で順位の決定

をする。 （勝ち点：勝ち＝３、引き分け＝１、負け＝０、不戦敗＝０(得点－５)） 
★ トーナメントで、同点の場合はＰＫ戦方式により勝敗を決定する。上位トーナメントの決

勝戦のみ前後半５分の延長戦を行い、決定しない場合ＰＫ戦とする。 
★ 試合球は主催者で用意し、規定のものを使用します。 
★ ユニフォームは正副ご用意頂くことが望ましいのですが、対戦両チームのユニフォームが

混同すると主審が判断したとき、コイントスにより、主催者側が用意するビブスを着用頂

く場合があります。 
★ メンバー表の提出はございません。 
★ その他 

◎ 突然の荒天の場合、大会途中でも中止になる場合があります。 
◎ 大会中止の決定は当日午前７時頃までに主催者より各チームに電話連絡致します。 
◎ ３１日（または１日が確実に雨の予報の場合）が悪天候で中止の際は、１日（または

３１日）にトーナメント戦（その場合はあらためてご連絡致します。）を行い１日で終

わる場合がありますが、少々の雨でも開催を予定しています。なお２日間ともに悪天

候で開催ができない場合は、大会自体が中止となり代替日はございません。 
◎ 初日の１１：３０～開会式を行います。 
◎ 関東村正門の開門が８時となっています。８時以降のご来場をお願いします。 

５．表彰  上位トーナメント１位、２位、３位、４位に賞状と楯とトロフィー。 
   下位トーナメント優勝チームに敢闘賞、次位に努力賞。 
      上位４チームの各チームより優秀選手賞。優勝チームより 優秀選手賞。 
６．審判等 審判は４人制として主審・４審は全て主催者側で行います。 
      線審は２試合目以降各チームより１名ずつ後審にてお願いします。 
   尚、審判内容等についてのご意見等は全て本部にご連絡お願い致します。 
７．大会参加費 5,000 円 （大会当日初日本部にて受付を行って下さい。） 
 
 



 
 
 
 
８．その他注意事項 

★ けがが生じた場合は各チームの責任において処置してください。 
★ ゴミは各チームお持ち帰り下さい。責任ある処理をお願いします。 
★ 駐車場（ 終項詳細図をご参照下さい。）は大駐車場を利用し、サッカー関係者（応援も

含む）は、グランド前の駐車スペースには絶対に駐車しないで下さい。グランド前は府中

の野球関係者専用となっており、また、野球のボールによる車の破損事故などもたびたび

発生しております。 
駐車スペースは十分にありますが、他グランド利用者との共同使用となるため、他大会な

どの状況により混雑が予想されます。できるだけ乗合でお越し頂くことをお勧めいたしま

す。 
★ トイレはグランドに簡易トイレがあります。また、水洗トイレは管理事務所味の素スタジ

アム寄りにあります。 

＜参加チーム＞ 

地域 代表者名 連絡先 

目黒区トレセン 島田 博之  

三鷹市選抜 沖山 透  

小金井市選抜 松下 秀士  

北風選抜 栗林 茂博  

多摩トレセン 森村 直樹  

八王子市選抜 吉野 亨   

稲城トレセン 喜田 寿一  

新座選抜 安達 貴優  

東京都第４ブロック選抜 内田 裕司  

東京都第８ブロック選抜 武田 茂広  

調布選抜Ａ 倉田 清  

調布選抜Ｂ 同上  

 
◎大会運営本部 

調布市少年サッカー連盟会長 倉田 清    
         同副会長 渡辺 要三 
         同副会長 高木 芳裕 
        同事務局長 前島 満 
          同会計 兼坂 千緒 
大会連絡責任者  高木 芳裕 
          
 

             
 
 
 



 
 

 

リーグ戦(１月３１日) 
 

Ａブロック 

  
 

三鷹 東京第４ 調布Ａ 勝点 得点 失点 差 順位 

三鷹               

東京第４               

調布Ａ               

Ｂブロック 

  
 

目黒 小金井 八王子 勝点 得点 失点 差 順位 

目黒               

小金井               

八王子               

Ｃブロック 

  
 

東京第８ 稲城 新座 勝点 得点 失点 差 順位 

東京第８               

稲城               

新座               

 

Ｄブロック 

  
 

北風 多摩 調布Ｂ 勝点 得点 失点 差 順位 

北風               

多摩               

調布Ｂ               

 
 
 
 
 
 



 
 
 

時程 

  時間 Ｄ１グランド 線審 

1 ９：３０～ 目黒 － 小金井 本部 

2 １０：４０～ 小金井 － 八王子 目／調 

3 １１：５０～ 八王子 － 目黒 小／調 

4 １２：４０～ 東京第８ － 稲城 八／目 

5 １３：５０～ 稲城 － 新座 ８／調 

6 １５：００～ 新座 － 東京第８ 稲／調 

      

      

  時間 Ｄ２グランド 線審 

1 ９：３０～ 三鷹 － 調布Ａ 本部 

2 １０：４０～ 東京第４ － 調布Ａ 三／調 

3 １１：５０～ 三鷹 － 東京第４ 本部 

4 １２：４０～ 北風 － 多摩 三／４ 

5 １３：５０～ 多摩 － 調布Ｂ 北／調 

6 １５：００～ 北風 － 調布Ｂ 多／調 

 

＊主審・４審は全試合本部にて対応します。割り振られた線審のご協力をお

願いします。 

＊11:30 から 10 分間開会式を行います。本部前にご集合ください。 



＜上位ト ナメント＞
　　　　　　　　　　　　順位トーナメント　　　　　2月１日（日）

＜上位トーナメント＞

Ｄ２－⑦

　Ｄ１－⑦

Ｄ１-④ Ｄ２－④

　　Ｂ１位　　　Ａ２位　Ｃ１位

Ｄ２－⑤ Ｄ２－⑥

Ａ１位 Ｄ２位Ｃ２位Ｂ２位　Ｄ１位

Ｄ２－② Ｄ1-②

＜下位トーナメント＞
＊下位ト ナメントの表彰式を本部前にて

Ｄ１－⑥Ｄ１－⑤

＊下位トーナメントの表彰式を本部前にて

　　　④試合目のハーフタイムに行います。

Ｄ２-①

Ｄ２－③

Ｄ１－①

時程

Ｄ１－③

Ａ３位 Ｂ３位　Ｃ３位 Ｄ３位

時程
線審キックオフ          Ｄ２グランド線審

Ｂ１位 － Ａ２位 ③の両者

              Ｄ１グランド

②１０：２０

本部

①の両者

①　９：３０

③１１：１０ ②の両者

④１２：００

    Ａ３位　－　Ｂ３位

    Ａ１位　－　Ｂ２位

①の敗者同士 本部

   Ｃ３位　－　Ｄ３位

    Ｄ１位　－　Ｃ２位

下位トーナメント決勝戦

本部

①の両者

Ｃ１位 － Ｄ２位 ③の両者

⑥１３：４０

    Ｂ１位　－　Ａ２位 ③の両者

②の敗者同士

⑦１４：５０ 本部

④１２：００

⑤１２：５０

⑧１５：４０

３位決定戦

表彰式および閉会式

本部上位トーナメント決勝戦

  Ｃ１位 －　Ｄ２位 ③の両者

④の両者  ②の勝者同士 ④の両者

 ④の敗者同士 ⑤の両者  ④の勝者同士 ⑤の両者


