
協　賛　　　クラシエフーズ株式会社

主　催　　　青梅２FC

期　日　　　２０１８年(平成３０年) ６月１０日(日)　【 予備日：無し 】

会　場　　　明星大学・青梅キャンパス グランド

第13回 低学年大会 (２年生の部)

１年生の部　同時開催

青梅２FC カップOME2FC



 * オフサイドルールは適用する。

 * ゴールはジュニア用ゴール（幅 5m x 高さ 2.15m）とする。

 * 試合時間：１０分-３分-１０分

 * 選手、関係者の体調（特に熱中症）に十分ご配慮お願いいたします。

 * 試合後の相手チームベンチ挨拶は試合間隔が短い為 "無し" でご了承お願いいたします。

（開会式は行いません。）

   明星大学へは、絶対に問い合わせしないでください。   

 * 悪天候時等で開催不可の場合 ： 午前７時に決定し、各チームへ連絡いたします。注意事項

【 競技人数 】 　８人制

 * 主審１名、審判服着用でお願いします。　審判カードは主催者が用意します。

* 予選リーグと同じ

 * 審判担当は対戦表をご確認お願いします。　審判が困難な場合は主催者までお知らせください。

最終試合終了後、表彰式・閉会式を行いますので全チームのご参加をお願いいたします。

【 個人 】　優秀選手賞（各チーム１名、チームにて選出お願いいたします。）

参加費 ６,０００円

表彰 【 チーム 】　優勝、準優勝、第３位 x ２チーム、（敢闘賞）第４位 x ２チーム

表彰式

 * コートサイズは45m x 30m程度とする。（ゴールエリア、ペナルティーエリア、サークル等は縮小する。）

【 各パート優勝決定戦 】　各順位リーグ戦での１位チームによる優勝決定戦。

　　　　　　　　（努力賞）２位パート優勝、２位パート準優勝、３位パート優勝、３位パート準優勝　

 * 同点の場合は該当試合終了後、PK方式にて勝者を決定する。

  ３人制、３人で決しない場合は新たな４人目、５人目、６人目・・・とする。

 * ２年生以下の選手とする。 ただし３年生女子選手の参加は可とする。

２０１８年（平成３０年）　６月１０日（日）　　　【 予備日：無し 】期日

青梅２FCカップ　第１３回 低学年大会 (２年生の部)

青梅２FC

子供たちのスポ－ツを通じての健全育成と各チームとの交流を深め、主旨

ジュニアサッカーの発展と育成に寄与する。 

主催

 * 全選手、スポーツ保険に加入していること。　各チームにてご確認お願いいたします。

会場 明星大学・青梅キャンパス　グランド　　　 　【 住所 】　東京都青梅市長淵２－５９０

参加選手

【 順位リーグ 】　予選リーグ同順位チームのリーグ戦（各順位で３チーム ｘ ２ブロック）

【 選手交代 】 　選手交代は自由とする。　再出場も可とする。

  勝点（勝ち：３、 引分け：１、 負け：０）→得失点差→総得点→直接対戦結果→抽選（方法は主催者一任）

【 予選リーグ 】　３チーム ｘ ６ブロックのリーグ戦　　

 * 順位決定方法（各ブロックで１位、２位、３位を決定する。）

 * キックオフから直接得点は認めない。直接相手のゴールに入った場合は相手のゴールキックで再開。

競技規則

試合方法 【 参加チーム 】　１８チーム

日本サッカー協会　競技規則 に準ずる。（下記はローカルルールを適用する。）

審判

【 試合球 】　４号球とする。　対戦チームが持参し主審が選択する。　

 * 大会中の事故発生（応援の方・その他の第三者の身体や財物に損害を与える等）

   大学構内への車両乗り入れは荷物搬送も含めて禁止です。   

   ５台を超える場合は事前にご連絡をお願いいたします。

 * 来場する際の車両は１チーム５台までとします。　『駐車証』を必ずご使用ください。 

 * ゴミは各チームで必ず持ち帰りのご協力お願いいたします。

 * トイレ、喫煙は指定場所をご使用お願いいたします。

 * 大学施設、グランド周辺の土手、階段への立ち入りはご遠慮ください、立ち入り禁止です。

閉会式

   についての補償は一切いたしません。

正門（守衛所）通過時には 『こんにちは、サッカーの試合で来ました。』 と

お願い この大会は明星大学様のご厚意により開催することができます。

青梅２FC・代表　　　　 　　　 　川口  宙治    携帯Tel：  090-3001-5670

守衛さんにひとこと言ってからのご入場をお願いいたします。

問合せ先 青梅２FC・１/２年生チーフ　　市川　恒　     携帯Tel：　090-8800-6898

青梅２FC・低学年担当　　　　 秋元　勝男　 携帯Tel：　090-1430-1827

駐車場内、路上 喫煙禁止！



立川エルフFC 青梅２FC E

FC上新井 F

FC上新井 主催者 E

秋川少年SC F

C⑥ 11:30 - 11:55 シルクロード － 青梅２FC

C⑤ 11:00 - 11:25 FC上新井 －

C④ 10:30 - 10:55 FC多摩川ジュニア － 青梅２FC 立川エルフFC F

C③ 10:00 - 10:25 秋川少年SC － 立川エルフFC シルクロード E

C②  9:30 - 10:55 FC多摩川ジュニア － シルクロード

C①  9:00 -  9:25 秋川少年SC －

ARTE南多摩 D

試合 試合時間 C コート　　対戦 審判 ブロック

はるひ野バディ 西原少年SC C

B⑥ 11:30 - 11:55 高尾SC － 西原少年SC

B⑤ 11:00 - 11:25 ARTE南多摩 －

B④ 10:30 - 10:55 はむら少年SC － 西原少年SC はるひ野バディ D

B③ 10:00 - 10:25 昭島スカイイレブン － はるひ野バディ 高尾SC C

ARTE南多摩 主催者 C

B②  9:30 - 10:55 はむら少年SC － 高尾SC

B①  9:00 -  9:25 昭島スカイイレブン －

昭島スカイイレブン D

A⑤ 11:00 - 11:25 吉野FC － 立川九小SC

B

試合 試合時間 B コート　　対戦 審判 ブロック

羽衣1SC A

A⑥ 11:30 - 11:55 拝一ウイングスSC － 羽衣1SC 吉野FC

A

A④ 10:30 - 10:55 青梅新町FC － 羽衣1SC 立川九小SC B

A③ 10:00 - 10:25 五日市FC － 立川九小SC 拝一ウイングスSC

吉野FC 主催者 A

シルクロード

B

A①  9:00 -  9:25 五日市FC －

審判 ブロック試合 試合時間 A コート　　対戦

A②  9:30 - 10:55 青梅新町FC － 拝一ウイングスSC 五日市FC

[ 勝点 ]　　勝ち：３　,　引分け：１　,　負け：０
[ 順位 ]　　勝点　→　得失点差　→　総得点　→　直接対戦結果　→　抽選（方法は主催者一任）

１０分-３分-１０分

FC多摩川ジュニア

青梅２FC

F ブロック FC多摩川ジュニア シルクロード 青梅２FC 勝点 得点 失点 差 順位

立川エルフFC

FC上新井

失点 差 順位E ブロック 秋川少年SC FC上新井 立川エルフFC 勝点 得点

秋川少年SC

高尾SC

西原少年SC

はむら少年SC

失点 差 順位D ブロック はむら少年SC 高尾SC 西原少年SC 勝点 得点

はるひ野バディ

ARTE南多摩

順位

昭島スカイイレブン

C ブロック 昭島スカイイレブン ARTE南多摩 はるひ野バディ 勝点 得点 失点 差

羽衣1SC

拝一ウイングスSC

失点 差 順位

青梅新町FC

B ブロック 青梅新町FC 拝一ウイングスSC 羽衣1SC 勝点 得点

立川九小SC

吉野FC

差 順位

五日市FC

予選リーグ　　組合せ・タイムテーブル

A ブロック 五日市FC 吉野FC 立川九小SC 勝点 得点 失点



順位リーグ　　組合せ・タイムテーブル

１位A ブロック A-1位 C-1位 E-1位 勝点 得点 失点 差 順位

E-1位

C-1位

A-1位

１位B ブロック B-1位 D-1位 F-1位 勝点 得点 失点 差 順位

D-1位

B-1位

２位A ブロック A-2位 C-2位 E-2位 勝点 得点 失点 差 順位

F-1位

C-2位

A-2位

E-2位

２位B ブロック B-2位 D-2位 F-2位 勝点 得点 失点 差 順位

D-2位

B-2位

F-2位

３位A ブロック A-3位 C-3位 E-3位 勝点 得点 失点 差 順位

C-3位

A-3位

E-3位

３位B ブロック B-3位 D-3位 F-3位 勝点 得点 失点 差 順位

D-3位

B-3位

F-3位

[ 勝点 ]　　勝ち：３　,　引分け：１　,　負け：０
[ 順位 ]　　勝点　→　得失点差　→　総得点　→　直接対戦結果　→　抽選（方法は主催者一任）

１０分-３分-１０分

試合 試合時間 A コート　　対戦 審判 ブロック

C-1位 B-1位 １位A

A⑧ 12:40 - 13:05 B-1位 －

A⑦ 12:10 - 12:35 A-1位 －

D-1位 A-1位 １位B

１位A

A⑩ 13:40 - 14:05 B-1位 － F-1位 E-1位 １位B

A⑨ 13:10 - 13:35 A-1位 － E-1位 D-1位

A⑪ 14:10 - 14:35 C-1位 －

C-1位 １位B

試合 試合時間 B コート　　対戦 審判 ブロック

E-1位 F-1位 １位A

A⑫ 14:40 - 15:05 D-1位 － F-1位

C-2位 B-2位 ２位A

B⑧ 12:40 - 13:05 B-2位 － D-2位

B⑦ 12:10 - 12:35 A-2位 －

A-2位 ２位B

B⑨ 13:10 - 13:35 A-2位 － E-2位 D-2位 ２位A

B⑩ 13:40 - 14:05 B-2位 － F-2位 E-2位 ２位B

C-2位 ２位B

試合 試合時間 C コート　　対戦 審判 ブロック

E-2位 F-2位 ２位A

B⑫ 14:40 - 15:05 D-2位 － F-2位

B⑪ 14:10 - 14:35 C-2位 －

C-3位 B-3位 ３位A

C⑧ 12:40 - 13:05 B-3位 － D-3位

C⑦ 12:10 - 12:35 A-3位 －

A-3位 ３位B

C⑨ 13:10 - 13:35 A-3位 － E-3位 D-3位 ３位A

C⑩ 13:40 - 14:05 B-3位 － F-3位 E-3位 ３位B

E-3位 F-3位 ３位A

C⑫ 14:40 - 15:05 D-3位 － F-3位

C⑪ 14:10 - 14:35 C-3位 －

C-3位 ３位B



羽衣1SC 立川

はむら少年SC 羽村 高尾SC 八王子 西原少年SC 西東京

昭島 ARTE南多摩 八王子 はるひ野バディ 川崎

青梅新町FC

立川

FC多摩川ジュニア 昭島 シルクロード 八王子 青梅２FC 青梅

    ３人制、３人で決しない場合は新たな４人目、５人目、６人目・・・とする。

参加チーム
（順不同）

秋川少年SC あきる野 FC上新井 所沢

五日市FC あきる野 吉野FC 青梅

昭島スカイイレブン

立川九小SC 立川

青梅 拝一ウイングスSC

立川エルフFC

昭島

優勝１位A ブロック　１位

１位B ブロック　１位

準優勝

* 同点の場合は該当試合終了後、PK方式にて勝者を決定する。

２位B ブロック　１位

* 試合時間：１０分－３分－１０分

３位パート優勝

２位A ブロック　１位 ２位パート優勝

３位パート C コート：C ⑬試合 15:25 - 15:50 審判：３位Aブロック２位、３位Bブロック２位

パート優勝決定戦　　組合せ・タイムテーブル

１位パート

（主審１名、予備審１名でお願いします。）

（主審１名、予備審１名でお願いします。）

A コート：A ⑬試合 15:25 - 15:50 審判：１位Aブロック２位、１位Bブロック２位

B コート：B ⑬試合 15:25 - 15:50 審判：２位Aブロック２位、２位Bブロック２位２位パート

（主審１名、予備審１名でお願いします。）

２位パート準優勝

３位パート準優勝

３位B ブロック　１位

３位A ブロック　１位



東原グランド

会場： 明星大学 青梅キャンパス 青梅市長淵２－５９０

会場

体育館

守衛所、正門から先の構内へは車両乗り入れ禁止です。
必ず駐車場から徒歩で入場してください。

明星大学入口

守衛所

第１駐車場

第３駐車場

第２駐車場
正門

トイレ案内： 当日、青梅２FCスタッフにご確認ください。

車

徒歩

明星大学への問い合わせは絶対にしないでください。

駐車場内、路上等 指定場所以外の喫煙厳禁

指摘された場合、大会は即中止となってしまいます。

以降のグランド借用が禁止となってしまいます。

チーム関係者皆さまに徹底お願いします。

駐車場内、路上 喫煙禁止！



ATTENTION

・天候によりチームベンチにテントを設置します。

　（主催者が対応します。）

・ベンチ前、コート周囲に給水用ボトルを配置するなど

　試合中でも出場選手、ベンチ選手に適時、飲水を勧めてください。

熱中症対応 * 熱中症計（WBGT）を参考に対応いたします。

試合後

・水分、氷などの準備をしてください。

　（各チームで対応してください。）

ベンチ

試合中

試合時間 ・ハーフタイムを長く取ります。

・GKには給水用ボトルを持たせ、ゴール脇での飲水を勧めてください。

・試合時間を短くします。

・体調不良の方に休息できる部屋を用意します。

　青梅２FCスタッフまでお申し出ください。

　（主催者が対応します。）

落雷対応

　（各チームで対応してください。）

　（主催者が退避場所まで誘導します。）

ご協力をお願い申し上げます。

OME2FC

安全対応

・落雷が近づいている場合は、即試合（大会）を中断して避難します。

　（主催者が避難場所まで誘導します。）

・各チームでテントを設置する場合は、突風などで飛ばされないように

　ピンなどで確実に固定してください。

　（各チームで対応してください。）

随時

　（主催者が対応、案内します。　審判は実施をお願いします。）

・審判、コーチ、関係者も適時、飲水するようにしてください。

・試合後の相手チームベンチ挨拶は不要（無し）にします。

　休息を早く取ります。

豪雨対応

・急な豪雨の場合は、試合（大会）を中断して退避します。



 

 

 

 

 


