
ＺＳＣ招待杯

Ｕ－１２（６年生以下）の部

平成31年１月３日（木） ・ ４日（金）

主　催　　座間サッカークラブ



平成３１年　ＺＳＣ招待杯Ｕ－１２（６年生以下の部）開催要項

１、目 　的　　サッカーを通じ、相互の親睦を深め、技術の向上と心身の健全な育成を図る。

２、主 　催　　座間サッカークラブ

３、期 　日　　平成３１年１月３日（木）・４日（金）　予備日なし（１日目中止の場合、2日目中止）

４、会 　場　　座間市立座間小学校

５、参加費　　８０００円

６、競技方法
　　１日目　４ブロック各３チームによるリーグ戦
　　２日目　１位～３位パートによる順位決定トーナメント

７、大会規定
日本サッカー協会競技規定に準ずる。　８人制
①試合方法
【予選リーグ】
・３チーム４ブロックで予選リーグを行う。
・試合時間は３０分（１５分－3分－１５分）
・勝点・得失点差・総得点・対戦結果・抽選で順位決定戦の順位を決める。
　（勝ち：３点　分け：１点　負け：０点）
【順位決定トーナメント】
・１位～３位パートの４チームでトーナメント戦にて順位を決定する。
・試合時間は１回戦２４分（１２分－３分－１２分）　決勝、３位決定戦は３０分（１５分－３分－１５分）

・同点の場合はＰＫ（３人制）により、勝敗を決定。 ※別コートで実施。
②試合球は、４号縫いボールを各チームが持ち寄る。
③選手の交代人数は自由（再出場可）とし、メンバー表・交代表は使用しない。
④対戦チームのユニフォームが同色系の場合、対戦表Ａサイドを優先とする。
⑤試合時間が若干繰り上がる可能性がありますので、早めにご来場ください。
⑥時間短縮のため試合前のセレモニーは行わない。

８、審 判（二審制）
①各チーム、審判員を１名帯同して頂き、別紙割り当て表のとおりご協力お願い致します。
（審判員が不足する場合は、本部に申し出てください。）
②審判服を着用し、試合前の打ち合わせをお願いします。

９、表 彰
１位パート：優勝、準優勝、３位、４位（賞状、トロフィー）
２位パート：優勝、準優勝、３位、４位（賞状、トロフィー）
３位パート：優勝（賞状、トロフィー）
※参加全チームに１名優秀選手賞（自薦）

１０、その他
①当日、荒天中止の場合、午前６時～６時３０分までに連絡いたします。
②駐車場スペースの都合上、各チーム３台以内でお願いします。
③会場美化にご協力下さい。
④喫煙は指定した場所でお願いいたします。（喫煙場所を設置）
⑤審判の判定に対する意義は認めません。

１１、大会お問い合わせ
座間サッカークラブ　代表　佐藤淳史
Ｔel  ０９０－１１０６－０１５０
Mail mon_mon242002@yahoo.co.jp



１２、参加チーム

荻野サッカー少年団（厚木市） 綾瀬サッカー少年団（綾瀬市） くずは台キッカーズ（秦野市）
桜丘サッカークラブ（大和市） ＦＣしらゆりシーガルス（伊勢原市） 上南サッカークラブ（相模原市）

ＦＣ相模野（座間市） Ｉ ・Ｏキッカーズ（横須賀市） 向田サッカークラブ（南足柄市）
小松原サッカークラブ（座間市） 飯田ファイターズ（静岡県） 座間サッカークラブ（座間市）

※順不同

１３、予選組合せ（１月３日　１日目）　　試合時間及び審判割り当て

Ａブロック
しらゆり 桜丘 座間 勝点 得失点差 総得点 順位

しらゆり

桜丘

座間

Ｂブロック
小松原 荻野 向田 勝点 得失点差 総得点 順位

小松原

荻野

向田
試合時間 ：１５分ハーフ

開始時間 Ａサイド ＶＳ Bサイド 主審 副審

予選Ｂ-１ 8:30 荻野 小松原 本部 本部

予選Ａ-１ 9:10 座間 しらゆり 荻野 小松原

予選Ｂ-２ 9:50 向田 荻野 しらゆり 座間

予選Ａ-２ 10:30 しらゆり 桜丘 向田 荻野

予選Ｂ-３ 11:10 小松原 向田 桜丘 しらゆり

予選Ａ-３ 11:50 桜丘 座間 小松原 向田

Ｃブロック
くずは台 上南 相模野 勝点 得失点差 総得点 順位

くずは台

上南

相模野

Ｄブロック
I ・O 飯田 綾瀬 勝点 得失点差 総得点 順位

I ・O

飯田

綾瀬
試合時間 ：１５分ハーフ

開始時間 Ａサイド ＶＳ Bサイド 主審 副審

予選Ｄ-１ 12:30 飯田 I ・O 座間 桜丘

予選Ｃ-１ 13:10 相模野 くずは台 飯田 I ・O

予選Ｄ-２ 13:50 綾瀬 飯田 くずは台 相模野

予選Ｃ-２ 14:30 くずは台 上南 綾瀬 飯田

予選Ｄ-３ 15:10 I ・O 綾瀬 上南 くずは台

予選Ｃ-３ 15:50 上南 相模野 I ・O 綾瀬



１４、順位別トーナメント組合せ（１月４日　２日目）　　試合時間及び審判割り当て

３位パート

①

④③

②

２位パート

⑤

⑧⑦

⑥

１位パート

⑨

⑫⑪

⑩

試合時間 ：１回戦は１２分ハーフ　決勝、３位決定戦は１５分ハーフ

開始時間 Ａサイド ＶＳ Bサイド 主審 副審

３
位
パー

ト

① 8:30 - 本部 本部

② 9:00 - ①勝ち ①負け

インターバル１０分

③ 9:40 - ②勝ち ②負け

④ 10:20 - ③勝ち ③負け

２
位
パー

ト

⑤ 11:00 - ④勝ち ④負け

⑥ 11:30 - ⑤勝ち ⑤負け

インターバル１０分

⑦ 12:10 - ⑥勝ち ⑥負け

⑧ 12:50 - ⑦勝ち ⑦負け

１
位
パー

ト

⑨ 13:30 - ⑧勝ち ⑧負け

⑩ 14:00 - ⑨勝ち ⑨負け

インターバル１０分

⑪ 14:40 - ⑩勝ち ⑩負け

⑫ 15:20 - ⑪勝ち ⑪負け




