
   第２６回  市川北 FC 招待サッカー大会 

<大会要項> 

１．主 催   市川北フットボールクラブ 

２．主 旨   少年サッカーの発展と健全な児童育成を目指し、日頃交流をしていただいて

いるチームを招待し、サッカー技術の向上を図ると共に、各チームとの親睦

を深めることを目的とする。 

 

３．日 時    

           ２０２０年 ２月 １６日（日曜日）    ８時１５分  集合 

               

４．会 場     

            市川市立柏井小学校 

５．大会役員 

          大会会長     鎌田 直人 

          審判長       福田 雅之 

          会場責任者    後藤 雅敏   Tel ０９０－６７９６－３８７８ 

          事務局       後藤 雅敏    

 

６．参加チーム 

          矢切ＳＣ（松戸市）   浦安 JSC(浦安市)  豊四季 FC（柏市）    

          中央ＴＣ（市川市）   市川北ＦＣ・Ｂｌｕｅ   市川北ＦＣ・RED  

 

７．参加資格 

       ・ スポーツ傷害保険に加入していること。 

・ 保護者の承諾を得ていること。 

・ 小学校６年生以下で構成されていること。 

 

８．エントリーメンバー 

       ・１１人制   ２０名以内（交代自由） 

 

９．競技規則 

       日本サッカー協会 競技規則の少年規則に準拠 

 

１０．競技方法 

   （１）参加６チームをＡ，Ｂの２ブロックに分け、３チームによる総当たり戦を行う。 

   （２）Ａ，Ｂブロックの成績に従い、順位決定戦を行う。 

   （３）勝ち点方式 

      ①勝ち   ３点     引き分け   １点     負け   ０点 

      ②勝ち点が同じ場合は得失点差・総得点・直接対戦成績・ＰＫ戦 



  （４）試合時間 

          ３０分ゲーム （１５－５－１５） 

          優勝決定戦の場合  ５分ー５分の延長戦  ＰＫ戦 

          ３位決定戦の場合   ＰＫ戦 

 

１１．参加費 

            １チーム   ６０００円（当日 会場で徴収） 

 

１２．表 彰 

          優勝   優勝カップ（持ち回り）   トロフィー 

          準優勝  トロフィー 

          ３位    トロフィー 

          ＭＶＰ   １名 

          ベスト１１   メダル    監督推薦により 

          参加賞あり 

 

１３．備考 

        ・悪天候で中止の場合は、６：００ごろに事務局より連絡いたします。 

        ・試合における事故、けが等については、各チームの責任において対処して 

ください。 ごみは、持ち帰りください。 

 

１４．式次第   開会式はありません  指導者打合せ  ８：３０ 

            《閉会式》 

                 ①開始の辞  

                 ②成績発表 （福田） 

                 ③表彰式 

                 ④閉式の辞 

                   

   第１４回 天候が悪く中止 

   第１５回 優勝 市川ＦＣ  準優勝 中央 TC   ３位  矢切ＳＣ  

   第１６回 天候が悪く途中で中止 

   第１７回 優勝 市川ＦＣ  準優勝 中央 TC   ３位 市川北ブルー 

   第１８回 優勝 中央 TC  準優勝 市川ＦＣ   ３位 矢切ＳＣ 

   第１９回 優勝 市川 FC  準優勝 浦安 JSC  ３位 市川北ブルー 

   第２０回 優勝 中央ＴＣ  準優勝 市川ＦＣ   ３位 浦安ＪＳＣ 

   第２１回 優勝 中央ＴＣ  準優勝 矢切ＳＣ   ３位 浦安ＪＳＣ 

   第２２回 優勝 中央ＴＣ  準優勝 市川ＭＦＣ  ３位 矢切ＳＣ 

   第２３回 優勝 市川北・ＲＥＤ  準優勝 中央 TC  ３位 矢切ＳＣ 

   第２４回 優勝 中央 TC    

   第２５回 優勝 中央 TC  準優勝 矢切 SC  ３位  浦安 JSC 



組み合わせ表 

・Ａブロック 

 浦安 J 北Ｆ・Ｂ 中 央 勝ち点 得 点 失 点 得失点 順 位 

浦 安 

JSC 

   ○ 

1-0 

 中止 
     

市川北 

ブルー 

  ● 

  0-1 

  中止 
     

中 央 

Ｔ Ｃ 

 中止  中止  
     

 

・Ｂブロック 

 豊四季

FC 

矢 切  北Ｆ・Ｒ 勝ち点 得 点 失 点 得失点 順 位 

豊四季 

Ｆ Ｃ 

 

 

  ● 

 0-1 

 中止 
     

矢 切 

Ｓ Ｃ 

  ○ 

  1-0 

  中止 
     

北ＦＣ 

レッド 

 中止  中止  
     

 

試合日程及び審判割り当てについて 

 試       合 時  間 

１  浦安 JSC   ＶＳ  北ＦＣブルー   1-0   ９：００ 

２  豊四季 FC   ＶＳ  矢切ＳＣ     0-1   ９：４０ 

３  北ＦＣブルー ＶＳ 中央 TＣ ※FM 北 FCレッド vs中央 TC  １０：２０ 

４   矢切ＳＣ    ＶＳ  北ＦＣレッド    ※中止  １１：００ 

５ 浦安 JSC   ＶＳ  中央 TＣ ※中止  １１：４０ 

６  豊四季 FC   ＶＳ  北ＦＣレッド ※中止  １２：２０ 

７     Ａ３位    ＶＳ    Ｂ３位  ※中止  １３：２０ 

８    Ａ２位     ＶＳ    Ｂ２位  ※中止  １４：００ 

９    Ａ１位     ＶＳ    B１位  ※中止  １４：４０ 

 

※ 審判について、 

 審判は、今回更新研修会を兼ねていますので各チームとも審判割り当てはありません。 

 

  



                  

                           

           

 

    

 

      

 

 

 

    日  時     ２０２０年 ２月１６日（日） 

            集合 ８時１５分  開始  ９時 

   会  場      市川市立柏井小学校 


