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優勝・準優勝・３位に盾及び賞状

優秀選手賞にメダル（各チームより１名をチームより推薦）

参加賞

参加選手は、スポーツ障害保険に加入していること。

試合終了後、試合結果を審判カードに記入の上、本部までご報告お願い致します。

（個　人）

審判のご協力をお願い致します。（時程表参照）

主審１人制で行います。（審判服の着用）

ＹＮ招待　　開催要綱

開催趣旨 この大会は、サッカーを通じて子供達及びチーム関係者が交流を図り、

お互いの技術向上とサッカーの楽しさを体験する事を目的とする。

開  催  日 平成２９年　２月　４日（土）

※交代ゾーンを使用する。「自由な交代」を採用

※ゴールキーパーはアウトオブプレーの際、交代と致します。

試合形式は８人制、リーグ戦は１５分ハーフとし、順位決定戦は２０分ハーフとする。

得失点差→総得点→当該チーム同士の対戦結果→抽選による

各ブロックの同順位チーム同士による、順位決定戦を行う。（同点：ＰＫ戦　３人制）

天候により時間内（延長なし）の給水ﾀｲﾑをとります。変更の場合は別途連絡致します。

勝ち点が同じ場合には、下記にて順位を決定致します。

主　　催 ＹＮキッカーズ

開催場所 府中市朝日サッカー場（全面天然芝）

順位は勝ち点制となります。（勝ち：３、引分け：１、負け：０）

参  加  費 ５，０００円/学年・チーム毎

試合形式 ２ブロック（各４チーム）に分かれ、リーグ戦を行う。

９時１０分に監督又はﾁｰﾑ責任者の方は、大会本部前にお集りください。

試合球（４号）は対戦チームが相互に持ち寄り、主審が決定する。

競技規則

審　　判

表　　彰

選手交代の人数制限は無しとし、再出場も可能です。

（チーム）

（全チーム）

上記以外は、日本サッカー協会競技規則に準ずる。



立川 el f　（立川市） team NEOREVO　（日野市）

【６年生の部】

千歳台FC　（世田谷区） 国立スリーエス　（国立市）

ＹＮキッカーズ　ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

吉見　洋司 携帯：090-4394-6467

URL：http://yn-kickers.com/

ＹＮキッカーズ　事務局

参加チーム

グランド

ＦＣパーシモン　（川崎市） 南大沢FC　（八王子市）

西原SC　（西東京市） ＹＮキッカーズ　（府中市）

駐車場 ①朝日サッカー場内の駐車場の利用は、１チーム２台までとさせて頂きます。

【５年生の部】

ＦＣ多摩川ジュニア　（昭島市） 東京小山ＦＣ　（町田市）

team NEOREVO　（日野市） 小平９小ＦＣ　（小平市）

多摩ＳＣ　（多摩市） ＹＮキッカーズ　（府中市）

※敬称略・順不同

①スパイク（固定式）は使用可能です。（但し、スタッド脱着式は使用不可）

②グランド内（芝生内）での給水は、芝生保護の為「水」のみと致します。

③コート内で試合間及びハーフタイム時の練習はご遠慮願います。

くにたちＪＦＣ　（国立市） わかみやサッカー少年団　（中野区）

　当日、駐車証を、車のダッシュボードに掲示するようお願い致します。

　もしくは、朝日サッカー場隣接の有料駐車場をご利用下さい。（案内図参照）

②駐車場開門の都合上、８時２０分以降での来場をお願い致します。

　３台目以降のお車は、少年サッカー場入口の大駐車場（徒歩約８分）、

　ご連絡致します。（ＹＮキッカーズのホームページ掲載致します。）

(E-mail)

yoshimi.412@jcom.home.ne.jp(E-mail)

(E-mail) glay5banmenootoko-shogo@i.softbank.jp

練習場 ①ウォーミングアップ等は駐車場横の練習場をご利用ください。

　但し、ゴールを使用したシュート練習はご遠慮願います。（車両隣接の為）

ＹＮキッカーズ　５年監督 中家　章悟　 携帯：090-2553-6979

ＹＮキッカーズ　６年監督

本大会のお問い合わせにつきましては、下記までご一報ください。

中島　秀悟 携帯：090-4386-6091

その他 ①大会中のケガ（病気）等の事故・その他障害及び車両事故等につきまては、

　当該チームに一任致します。

　※車両事故対策といたしまして、駐車場の事前撮影をする場合があります。

②天候その他の理由で中止、スケジュール変更のある場合、当日午前７時までに

syugo.nakajima@docomo.ne.jp

mailto:glay5banmenootoko-shogo@i.softbank.jp
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1 vs vs

2 vs vs

3 vs vs

4 vs vs

5 vs vs

6 vs vs

7 vs vs

8 vs vs

13：45 ～ 14：30
A-⑦
5-6位
決定戦

5A-3位 5B-3位 5A-1位 Ｃ-⑦
7-8位
決定戦

5A-4位 5B-4位

15：40 ～ 閉　会　式

5B-1位

14：35 ～ 15：20
A-⑧
1-2位
決定戦

5A-1位 5B-1位 5A-3位 Ｃ-⑧
3-4位
決定戦

5A-2位 5B-2位 5B-3位

多摩ＳＣ ｔｅａｍ ＮＥＯＲＥＶＯ くにたちＪＦＣ

12：50 ～ 13：25 A-⑥ ＹＮキッカーズ
ＦＣ多摩川

ジュニア
東京小山ＦＣ Ｃ-⑥ くにたちＪＦＣ

12：10 ～ 12：45 A-⑤ 東京小山ＦＣ 小平９小ＦＣ ＹＮキッカーズ Ｃ-⑤

わかみやｻｯｶｰ
少年団

多摩ＳＣ

11：30 ～ 12：05 A-④ ＹＮキッカーズ
わかみやｻｯｶｰ

少年団
ｔｅａｍ ＮＥＯＲＥＶＯ Ｃ-④ くにたちＪＦＣ

ＦＣ多摩川
ジュニア

小平９小ＦＣ

10：50 ～ 11：25 A-③ 東京小山ＦＣ ｔｅａｍ ＮＥＯＲＥＶＯ わかみやサッカー少年団 Ｃ-③ 多摩ＳＣ 小平９小ＦＣ ＦＣ多摩川ジュニア

ｔｅａｍ ＮＥＯＲＥＶＯ 小平９小ＦＣ くにたちＪＦＣ

10：10 ～ 10：45 A-② ＹＮキッカーズ くにたちＪＦＣ 東京小山ＦＣ Ｃ-②
わかみやｻｯｶｰ
少年団

09：30 ～ 10：05 A-① 東京小山ＦＣ 多摩ＳＣ ＹＮキッカーズ Ｃ-①

ＦＣ多摩川
ジュニア

多摩ＳＣ

【時程表】

時　間
リーグ (15-5-15)
決定戦（20-5-20）

A　コート Ｃ　コート

試合

Ｎｏ
対　　戦　カ　ー　ド 審判

試合

Ｎｏ
対　　戦　カ　ー　ド 審判

７・８位　決定戦 ５Ａブロック　４位 vs ５Ｂブロック　４位

５・６位　決定戦 ５Ａブロック　３位 vs ５Ｂブロック　３位

３・４位　決定戦 ５Ａブロック　２位 vs ５Ｂブロック　２位

 順位決定戦
１・２位　決定戦 ５Ａブロック　１位 vs ５Ｂブロック　１位

ＦＣ多摩川ジュニア ＹＮ招待

わかみやサッカー少年団 ＹＮ招待

くにたちＪＦＣ ＹＮ招待

順位

ＹＮキッカーズ ＹＮ招待

分け 負け 勝ち点 得点 失点 得失差ＹＮキッカーズ くにたちＪＦＣ わかみやサッカー少年団 ＦＣ多摩川ジュニア 勝ち

５Ｂ ブロック　【勝敗表】 勝ち点＝勝ち：３、分け：１、負け：０

ＹＮ招待小平９小ＦＣ

ｔｅａｍ ＮＥＯＲＥＶＯ ＹＮ招待

多摩ＳＣ ＹＮ招待

東京小山ＦＣ ＹＮ招待

負け 勝ち点 得点 失点 得失差 順位

ＹＮ招待　　〈５年生の部〉

５Ａ ブロック　【勝敗表】 勝ち点＝勝ち：３、分け：１、負け：０

東京小山ＦＣ 多摩ＳＣ ｔｅａｍ ＮＥＯＲＥＶＯ 小平９小ＦＣ 勝ち 分け



グランド案内図




