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牛久セレソン （茨城県牛久市）

ＦＣ浦和 （埼玉県さいたま市）

第５回デンカ杯　第３９回町田招待選抜少年サッカー大会出場チーム（順不同）

（２）

（３）

宇都宮ＪＦＣ （栃木県宇都宮市）

《　ご　挨　拶　》

　寒さもだいぶ和らぎ、暖かさを感じさせる季節になりました。各チームの皆様に

お かれましては、益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。

　さて、町田サッカー協会は今年度創立５０週年を迎えました。創立５０周

年に辺り、町田のサッカー文化の継承、そして新たな夢への挑戦を目標にさ

らに青少年の育成を図っていきたいと考えています。

　３９回目を数えました本大会は、デンカ株式会社様及び株式会社伊藤園様

の絶大なるご協賛を得て、『第5回デンカ 杯　第３9回町田招待・選抜少年

サッカー大会』として開催いたします。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。  また、ご多忙の中にもかかわらず快

くご参加いただき、実行委員一同、心よ り感謝申し上げますとともに、心に

（神奈川県藤沢市）

相模原トレーニングセンター （神奈川県相模原市）

沼津トレセン （静岡県沼津市）
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藤枝トレセン （静岡県藤枝市）

座間市トレセン （神奈川県座間市）

（千葉県船橋市）

２０１９年３月吉日
町田サッカー協会　理事長　岸本直也

市川ＦＣ （千葉県市川市）

昭島選抜 （東京都昭島市）

残る素晴らしい大会とすべく大会関係者一同 運営いたしたいと存じます。

 　今後とも、本大会を末永くご支援、ご協力のお願いと共に、少年サッカー

を通じ皆 様方とさらなる友好と信頼を築き上げてゆきたいと思っております

ので、よろしくお願 い申し上げます。

（１）

船橋ＦＣ

（東京都町田市）
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西多摩選抜 （東京都青梅市）

セレクト町田 （東京都町田市）

八王子選抜 （東京都八王子市）

調布選抜 （東京都調布市）
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稲城セレクト （東京都稲城市）

藤沢市トレーニングセンターＵ－１１
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オール町田Ｕ－１０ （東京都町田市）

オール町田ネイビー

日野選抜 （東京都日野市）

立川市選抜 （東京都立川市）

多摩ＦＡ　Ｕ１２ （東京都多摩市）

横浜TC （神奈川県横浜市）



（小学部理事）

大会実行委員長 友井　徹　（町田サッカー協会　小学部　部長）

大会実行副委員長 河合　進一（町田サッカー協会　小学部　副部長）

門田　健次（町田サッカー協会　技術指導部　部長）

大会事務局 郷原　勇　（町田サッカー協会　小学部　事務局長）

オール町田 U-10 中島 智春（つるまＳＣ）、吉川 博明（ＭＦＡ技術女子トレ）

山内 紘一(大蔵ＦＣ)、和知 進（ＦＣ芹ヶ谷東京）

新田 学（小山ＦＣ）、糠信 貴晃（相原ＦＣ）

山田　将、折戸　学、東　寿昭

審判委員長 早川　尚央（町田サッカー協会　審判部）

大会実行委員 田村　直、丸山　馨、羽山　哲也、市川　修、吉川　正一郎

（小学部役員）
石川　真、竹村　敏博、美野　茂、小倉　秀政

棚橋　龍路、野上　竜広、大嶌　正幸、川村　成彦、岡田　雄史

深澤　剛史、石橋　宏明、三比　裕介、新田　学、佐久間　隆幸

大会副会長

萩原　智博（町田サッカー協会　専務理事）

セレクト町田 荒木田 亮（南大谷キャッツ）、堀切　陽太（南大谷キャッツ）

オール町田 ネイビー

オール町田 ホワイト

大会役員 澤田　秀人、澤内　友太、太田　憲仁、渋谷　由基、中條　大介

加藤　仁　（町田サッカー協会　副理事長）

山口　俊也（町田サッカー協会　副理事長）

徳満　弘毅（町田サッカー協会　副理事長）

加藤　友市（町田サッカー協会　副理事長）

佐藤　祐治（町田サッカー協会　名誉会長）

深谷　茂　（町田サッカー協会　名誉会長）

守屋　実　（町田サッカー協会　名誉会長）

大会会長 岸本　直也（町田サッカー協会　理事長）

■町田指導スタッフ

大会名誉顧問 石阪　丈一（町田市長）、坂本　修一（町田市教育長）

■大会役員



4, 協　　力

有限会社ドリブルスポーツ
東京中日スポーツ、百選印刷株式会社、株式会社フォトクリエイト
BWレンブラントホテル町田、ホテルラポール千寿閣、ホテルリソル町田
FC町田ゼルビア、ASV PESCADOLA町田、JA町田市

2, 後　　援 町田市教育委員会

3, 協　　賛 デンカ株式会社、株式会社伊藤園

1, 主　　催 一般社団法人　町田サッカー協会

〇２４チームによる予選リーグ→順位リーグ及び順位決定戦を行う。
※キックオフシュート・退場者の補充等々があるため
　８人制サッカー競技規則に準ずる。
〇競技規則は２０１７／２０１８年度の日本サッカー協会競技規則及び

7, 対　　象
※スポーツ保険に加入していること
５年生（新６年生）以下で構成されたチーム

　交代は交代ゾーンによる自由交代（再出場可）。

〇リーグ戦は、勝点→得失点→総得点→対戦相手→トスの順序で順位を

（順位リーグ）２４日（日）：町田市立陸上競技場・小野路公園グランド
（予選リーグ）２３日（土）：小野路公園グランド・相原中央グランド

5, 期　　日

6, 場　　所 町田市グランド

２０１９年　３月２３日（土）～２４日（日）※雨天決行

14, その他

12, 開会式

13, 表彰式

行いません

11, 参加費

　しくお願いいたします。
・グランド近隣住民に迷惑がかからないよう、ご理解とご協力の程よろ
　いでください。また近隣の商業施設への駐車もご遠慮ください。
・駐車は駐車案内の通りでお願いいたします。路上駐停車は絶対にしな
・会場到着後、本部にて受付をお願いいたします。

全試合終了後、各会場毎行います。

10,000円

試合球

10,

　　は本大会を通じて効力をもつ。

8, 大会方法

　・主審は１５分前に集合し、メンバーチェック及び打合せを行うこと。
　・必ず審判服着用のこと。
　・審判の割当てについてご確認をお願いいたします。

　・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。
　　時にピッチに立つことは認めない。

　　ださい。

〇試合時間は２０ハーフとする。

9,

審　判 〇主審、副審の３名で行う。

大会本部が用意する。

　　告し審判員を通して相手チームにも伝える。また、同じ背番号が同

　　累積２枚受けた選手は、次の１試合の出場を認めない。警告の累計
　・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
〇警告・退場

　　固有の番号でなくてもよい）但し、背番号が変わる旨は審判員に報
　・ＦＰとＧＫの入れ替わりについては背番号の変更を認める。（個人
〇・ユニフォームは、ローカルルールは採用せず、競技規則に則る。

〇８人制（６人で試合成立）人数に満たない場合は０－５負けとする。
　延長戦が同点の場合はＰＫ戦する。
　ト決勝戦が同点の場合は１０分（ハーフタイムなし）の延長戦を行う。
〇順位決定戦、同点の場合は３人ずつのＰＫ戦とする。また、１位パー
　決める。勝点は、勝３・分１・負０とする。

　・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
　　を行います。
　・メンバー表は試合１５分前に本部に提出。その後メンバーチェック
〇その他

第５回デンカ杯　第３９回町田招待選抜少年サッカー大会



－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

　■予選リーグ　３月２３日（土）

　　会場：小野路公園グランド（町田市小野路町２０２３－１） 駐車：有料

No 時間 Ａコート 審判 Ｂコート

立川 横浜 １勝 １負

3 10:40 市川 牛久 ２勝 ２負

2 9:50 秦野 沼津 １勝 １負

審判

1 9:00 町田１０ 昭島 本部 セ町田 調布 本部

昭島 沼津 ３勝 ３負

5 12:20 立川 稲城 ４勝 ４負

稲城 船橋 ２勝 ２負

4 11:30 町田１０ 秦野 ３勝 ３負

調布 牛久 ５勝 ５負

7 14:00 町田１０ 沼津 ６勝 ６負

横浜 船橋 ４勝 ４負

6 13:10 セ町田 市川 ５勝 ５負

稲城 横浜 ７勝 ７負

9 15:40 セ町田 牛久 ８勝 ８負

秦野 昭島 ６勝 ６負

8 14:50 立川 船橋 ７勝 ７負

勝点 得失点 総得点 順位

1 セ町田 ＊＊＊

市川 調布 ８勝 ８負

【Ａブロック】

チーム名 セ町田 調布 市川 牛久

3 市　川 ＊＊＊

2 調　布 ＊＊＊

【Ｂブロック】
チーム名 立川 横浜 稲城 船橋

4 牛　久 ＊＊＊

6 横　浜 ＊＊＊

勝点 得失点 総得点 順位

5 立　川 ＊＊＊

8 船　橋 ＊＊＊

7 稲　城 ＊＊＊

勝点 得失点 総得点 順位

9 オ町田10 ＊＊＊

【Ｃブロック】

チーム名 町田10 昭島 秦野 沼津

11 秦　野 ＊＊＊

10 昭　島 ＊＊＊

12 沼　津 ＊＊＊



－ －

－ －

－ －
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－ －
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－ －
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　■予選リーグ　３月２３日（土）

　　会場：相原中央グランド（町田市相原町２０１８） 駐車：有料

相模原 本部

2 9:50 町田ネ 西多摩 １勝 １負 日野 浦和

1 9:00 町田ホ 多摩 本部 八王子

No 時間 Ａコート 審判 Ｂコート 審判

２勝 ２負

4 11:30 町田ネ 日野 ３勝 ３負 西多摩 浦和

１勝 １負

3 10:40 座間 藤枝 ２勝 ２負 藤沢 宇都宮

４勝 ４負

6 13:10 町田ホ 座間 ５勝 ５負 多摩 藤枝

３勝 ３負

5 12:20 八王子 藤沢 ４勝 ４負 相模原 宇都宮

６勝 ６負

8 14:50 八王子 宇都宮 ７勝 ７負 藤沢 相模原

５勝 ５負

7 14:00 町田ネ 浦和 ６勝 ６負 日野 西多摩

８勝 ８負

【Ｄブロック】

チーム名 町田ホ 多摩 座間 藤枝 勝点 得失点

７勝 ７負

9 15:40 町田ホ 藤沢 ８勝 ８負 座間 多摩

2 多　摩 ＊＊＊

総得点 順位

1 オ町田ホ ＊＊＊

4 藤　枝 ＊＊＊

3 座　間 ＊＊＊

総得点 順位

5 八王子 ＊＊＊

【Ｅブロック】

チーム名 八王子 相模原 藤沢 宇都宮 勝点 得失点

7 藤　沢 ＊＊＊

6 相模原 ＊＊＊

【Ｆブロック】

チーム名 町田ネ 西多摩 日野 浦和 勝点 得失点

8 宇都宮 ＊＊＊

10 西多摩 ＊＊＊

総得点 順位

9 オ町田ネ ＊＊＊

12 浦　和 ＊＊＊

11 日　野 ＊＊＊



－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

Ｄ２位 Ｆ２位

6 13:10 Ｂ１位 Ｃ１位 Ｅ１位

　■１、２位パート　３月２４日（日）　

　　会場：町田市立陸上競技場（町田市野津田町２０３５） 駐車：有料

No 時間 Ａコート 審判 Ｂコート

２位ゼ３位 ２位ぺ３位

2 Ｂブロック1位

2 9:50 Ａ１位 Ｂ1位 Ｄ１位 Ｅ１位

審判

1 9:00 Ａ２位 Ｂ2位 Ｄ２位 Ｅ２位

本部 本部

4 11:30 Ａ１位 Ｃ１位 Ｄ１位 Ｆ１位

3 10:40 Ａ２位 Ｃ２位

【１位ゼルビアリーグ】

チーム名 Ａ１位 Ｂ１位 Ｃ１位 勝点 得失点

9 15:40 １位ゼ１位 1位ぺ１位 １位ゼ２位 1位ぺ２位

Ｆ１位

5 12:20 Ｂ２位 Ｃ２位 Ｅ２位 Ｆ２位

8 14:50 ２位ゼ１位 ２位ぺ１位 １位ゼ３位 1位ぺ３位

7 14:00 ２位ゼ２位 ２位ぺ２位

総得点 順位

【１位ペスカドーラリーグ】

チーム名 Ｄ１位 Ｅ１位 Ｆ１位 勝点 得失点 総得点 順位

3 Ｃブロック1位 ＊＊＊

＊＊＊

1 Ａブロック1位 ＊＊＊

6 Ｆブロック1位 ＊＊＊

5 Ｅブロック1位 ＊＊＊

4 Ｄブロック1位 ＊＊＊

8 Ｂブロック2位 ＊＊＊

7 Ａブロック2位 ＊＊＊

【２位ゼルビアリーグ】

チーム名 Ａ２位 Ｂ２位 Ｃ２位 勝点 得失点 総得点 順位

【２位ペスカドーラリーグ】

チーム名 Ｄ２位 Ｅ２位 Ｆ２位 勝点 得失点 総得点 順位

9 Ｃブロック2位 ＊＊＊

12 Ｆブロック2位 ＊＊＊

11 Ｅブロック2位 ＊＊＊

10 Ｄブロック2位 ＊＊＊



－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －８勝 ８負

７勝

８勝

Ｄ４位 Ｅ４位

2 9:20 Ａ３位 Ｂ３位 １勝 １負

1 8:30 Ａ４位 Ｂ４位 本部本部

　■３、４位パート　３月２４日（日）　

　　会場：小野路公園グランド（小野路町２０２３－１） 駐車：有料

No 時間 Ａコート 審判 Ｂコート 審判

Ｄ４位 Ｆ４位 ２勝 ２負

4 11:00 Ａ３位 Ｃ３位 ３負３勝

Ｄ３位 Ｅ３位 １勝 １負

3 10:10 Ａ４位 Ｃ４位 ２勝 ２負

Ｅ４位 Ｆ４位 ４負４勝

6 12:40 Ｂ３位 Ｃ３位 ５勝 ５負

Ｄ３位 Ｆ３位 ３負３勝

5 11:50 Ｂ４位 Ｃ４位 ４負４勝

３位ゼ３位 ３位ぺ３位

9 15:10 ３位ゼ１位 ３位ぺ１位

４位ゼ３位 ４位ぺ３位 ６勝 ６負

8 14:20 ４位ゼ１位 ４位ぺ１位

Ｅ３位 Ｆ３位 ５勝 ５負

7 13:30 ４位ゼ２位 ４位ぺ２位 ６勝 ６負

３位ゼ２位 ３位ぺ２位

７負

８負

７勝 ７負

得失点 総得点 順位

1 Ａブロック３位 ＊＊＊

【3位ゼルビアリーグ】

チーム名 Ａ３位 Ｂ３位 Ｃ３位 勝点

得失点 総得点 順位

4 Ｄブロック３位 ＊＊＊

【３位ペスカドーラリーグ】

チーム名 Ｄ３位 Ｅ３位 Ｆ３位 勝点

3 Ｃブロック３位 ＊＊＊

2 Ｂブロック３位 ＊＊＊

【４位ゼルビアリーグ】

チーム名 Ａ４位 Ｂ４位 Ｃ４位 勝点

6 Ｆブロック３位 ＊＊＊

5 Ｅブロック３位 ＊＊＊

8 Ｂブロック４位 ＊＊＊

得失点 総得点 順位

7 Ａブロック４位 ＊＊＊

得失点 総得点 順位

10 Ｄブロック４位 ＊＊＊

【４位ペスカドーラリーグ】

チーム名 Ｄ４位 Ｅ４位 Ｆ４位 勝点

9 Ｃブロック４位 ＊＊＊

12 Ｆブロック４位 ＊＊＊

11 Ｅブロック４位 ＊＊＊



日　　時 ３月２３日（土）　１９：３０より

会　　場 ＢＷレンブラントホテル東京町田　（電話：042-724-3111）

※住所：町田市原町田３丁目２－９（ＪＲ横浜線町田駅徒歩２分）

会　　費 １名　６０００円

★デンカ様のご好意により招待チーム１名様は無料でご招待させて

いただいます❕

★各チーム１名はできる限りのご参加をお願いいたします❕

《懇親会のご案内》

町田駅



１９８０年 第１回 清水ＦＣ ＦＣ町田 藤枝ＦＣ 全高槻

■過去の大会成績

年度 回 優勝 準優勝 第３位

１９８３年 第４回 ＦＣ町田 藤枝ＦＣ 浜松ＪＦＣ 厚木選抜

１９８２年 第３回 藤枝ＦＣ 浜松ＪＦＣ ＦＣ町田 厚木選抜

１９８１年 第２回 ＦＣ町田 武蔵野選抜 清水ＦＣ ＦＣ町田Ｂ

１９８６年 第７回 日立ＳＣ 清水ＦＣ 藤枝ＦＣ 船橋ＦＣ

１９８５年 第６回 船橋ＦＣ ＦＣ町田 日立ＳＣ 静岡ＦＣ

１９８４年 第５回 浜松ＪＦＣ 駿東ＦＣ ＦＣ町田 古河市ＳＳ

１９８９年 第１０回 藤枝ＦＣ ＦＣ町田 浜松ＪＦＣ 古河市ＳＳ

１９８８年 第９回 藤枝ＦＣ 厚木選抜 相模原選抜 多摩ＦＣ

１９８７年 第８回 船橋ＦＣ 相模原選抜 ＦＣ町田 駿東ＦＣ

１９９２年 第１３回 藤枝ＦＣ 厚木ＧＰ 清水ＦＣ 札幌選抜

１９９１年 第１２回 札幌選抜 ＦＣ町田 駿東ＦＣ 相模原選抜

１９９０年 第１１回 武蔵野選抜 ＦＣ町田 浜松ＪＦＣ ー

１９９５年 第１６回 藤枝ＦＣ 札幌ＦＣ 浜松ＪＦＣ 宇都宮ＪＦＣ

１９９４年 第１５回 浜松ＪＦＣ 横浜選抜 札幌選抜 宇都宮ＪＦＣ

１９９３年 第１４回 宇都宮ＪＦＣ 相模原選抜 横浜選抜 ー

１９９８年 第１９回 浜松ＪＦＣ ＦＣ町田 愛知ＦＣ ＦＣ島田

１９９７年 第１８回 宇都宮ＪＦＣ ＦＣ浦和 甲府トレセン ＦＣ島田

１９９６年 第１７回 浜松ＪＦＣ ＦＣ多摩 藤枝ＦＣ 愛知ＦＣ

２００１年 第２２回 宇都宮ＪＦＣ 札幌ＦＣ 藤枝ＦＣ 愛知ＦＣ

２０００年 第２１回 ＦＣ浦和 愛知ＦＣ ＦＣ町田 秦野選抜

１９９９年 第２０回 札幌ＦＣ ＦＣ島田 横浜選抜 浜松ＪＦＣ

２００４年 第２５回 横浜選抜 浜松ＪＦＣ 宇都宮ＪＦＣ 藤枝ＦＣ

２００３年 第２４回 愛知ＦＣ 藤枝ＦＣ 横浜選抜 ＦＣ浦和

２００２年 第２３回 浜松ＪＦＣ 愛知ＦＣ 宇都宮ＪＦＣ 船橋トレセン

２００７年 第２８回 ＦＣ浦和 宇都宮ＪＦＣ 町田トレセン 秦野トレセン

２００６年 第２７回 宇都宮ＪＦＣ 船橋ＦＣ ＦＣ浦和 市川ＦＣ

２００５年 第２６回 ＦＣ町田 ＦＣ浦和 西多摩選抜 相模原トレセン

船橋ＦＣ

２０１０年 第３１回 東北地方太平洋沖地震により中止

２０１１年 第３２回 浦和トレセン 宇都宮ＪＦＣ 調布選抜 藤沢トレセン

２００９年 第３０回 浦和トレセン 船橋ＦＣ 札幌トレセン 宇都宮ＪＦＣ

２００８年 第２９回 横浜トレセン ＦＣ浦和 湘南ベルマーレ 町田トレセン

２０１８年 第３９回

２０１７年 第３８回 船橋ＦＣ ＦＣ浦和 セレクト町田 ー

２０１６年 第３７回 西多摩選抜 八王子選抜 藤枝トレセン ー

ー

２０１３年 第３４回 船橋ＦＣ 稲城トレセン 宇都宮ＪＦＣ 八王子選抜

２０１２年 第３３回 横浜トレセン 西多摩選抜 市川ＦＣ

２０１５年 第３６回 宇都宮ＪＦＣ 藤沢トレセン ＦＣ浦和 ー

２０１４年 第３５回 船橋ＦＣ 日野選抜 西多摩選抜



住所：町田市相原町２０１８

電話：０４２－７７２－１４４９
　相原中央グランド　　　

相原中央G

試合会場

臨時駐車場 有料駐車場グラウンドまでは遊歩道を利用してください

『徒歩の場合』

駅から道を広がって歩かないようにお願いいたし

ます。（徒歩約20分）

『車の場合』

町田街道から側道を通って相原中央グランドに

入ります。側道では制限速度内を厳守し、歩

行者・地域住民へのご配慮を頂いた運転をお

※路上待機禁止！

※駐車証の掲示



　ホテルリソル町田　　　　　　　
電話：０４２－７３２－９２６９

住所：町田市森野１－１２－１５

住所：相模原市南区上鶴間３－１１－８

電話:０４２－７４９－１１２１
　ホテルラポール千寿閣　　　

電話：０４２－７３７－３４２０

住所：町田市小野路町２０２３－１

　BWレンブラントホテル東京町田　
電話：０４２－７２４－３１１１

住所：町田市原町田３－２－９

　小野路公園グランド　　

　町田市立陸上競技場
電話：０４２－７３５－４５１１

住所：町田市野津田町２０３５

小野路G

町田市陸上競技場

リソル町田
レンブラント

ラポール千寿閣


