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梨花フットボールクラブ

出場資格 スポーツ保険に加入していて、１年生、２年生以下で構成された、いずれも単独チーム。

大会形式 以下の形式で行う。

(1)　６チームを２つのグループに分け、リーグ予選を行いグループ順位を決する。

(2)　グループＡ、Ｂの同じ順位同士で対戦し、最終順位を決する。

(3)　グループ予選は次のルールにて順位を決する。

①勝点（勝３点、分け１点、負０点）　②得失点差　③総得点

④直接対決の結果　⑤抽選（コイントス）

(4)　順位決定戦において勝者が決しない場合（決勝、三位決定戦のみ）、直ちに３人による

　 　　ペナルティマークからのキックより勝者を決する。

競技規則 (1)　下記を除き、2017/2018日本サッカー協会競技規則に準ずる。

(2)　１、２年生大会とも８人制、交代自由。４号縫いボールを使用。

(3)　キックオフから直接相手のゴールに入った場合、相手にゴールキックが与えられる。

(4)　審判は主審１人制（予備審１名）とし、各チームのご協力をお願いします。

　 　　審判服を着用願います。

(5)　１年生、2年生とも試合時間は下記とする。

　　　 予選24分（12-5-12）、順位決定戦24分（12-5-12）
　

表彰 以下の表彰を行う。

優勝、準優勝、第三位のチームに、表彰状およびトロフィーを、第四位〜第六位に敢闘賞（盾）

を閉会式にて授与する。

各チームから１名の優秀選手にメダルを授与する。

閉会式は、全チームの参加をお願い致します。

大会参加費 5,000円

主催者 梨花フットボールクラブ

代表　川﨑　琢磨

監督　冨岡　武也（Mail：tomioka@rikafc.tokyo　TEL：080−3014−8802）

その他 (1)　会場の都合上、試合後の相手チームへ挨拶はなしとしてください。

(2)　試合中の怪我につきましては応急処置を行いますが、処置後は各チームに 一任します。

(3)　会場内のごみは各チームで持ち帰るよう、お願い致します。

(4)　雨天の場合は当日の6:30までに各チームの代表者様に連絡致します。

(5)　入場は8:00以降でお願いします。

(6)　駐車場は会場には用意できません。近隣の有料駐車場または、公共交通機関をご利用ください。

大会要項
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梨花FC
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チーム名 所在地
１年生大会

川崎市

府中市

瑞穂町

調布市

津田山FC

FC本宿

瑞穂三小SC

調布イーグルス

若葉台FC

町田市

稲城市

稲城市

２年生大会

参加チーム

稲城市

稲城市

府中市

立川市

日野市

小柳小まむし坂SC

羽衣１SC

潤徳ガルーダFC

FC　芹ヶ谷東京

稲城SSS

梨花FC
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梨花フットボールクラブ

※ グループ予選の審判は、後審になります。第１試合目の審判は第２試合目のチームにてお願いします。

※ 試合開始時刻は目安の時間になります。前試合の後半開始時には、試合準備をお願いします。

梨花FC招待　チャレンジカップ2018

１年生大会　予選リーグ組合せ

グループＡ 梨花FC FC本宿 瑞穂三小SC 勝点 得失点 総得点 順位

FC本宿 ⚽⚽⚽

梨花FC ⚽⚽⚽

グループＢ 若葉台FC 津田山FC 調布イーグルス 勝点 得失点 総得点 順位

瑞穂三小SC ⚽⚽⚽

津田山FC ⚽⚽⚽

若葉台FC ⚽⚽⚽

１年生大会　順位決定戦

優勝決定戦 グループＡ１位 ×

調布イーグルス ⚽⚽⚽

グループＢ１位

三位決定戦 グループＡ２位 × グループＢ２位

グループＢ３位

優勝： 準優勝： 第三位：

１年生大会　試合進行表

五位決定戦 グループＡ３位 ×

No. 開始時刻 対戦カード 主審 予備審

1 9:30 梨花FC × FC本宿 若葉台FC 津田山FC

2 10:05 若葉台FC × 津田山FC 梨花FC FC本宿

若葉台FC

4 11:15 津田山FC × 調布イーグルス FC本宿 瑞穂三小SC

3 10:40 FC本宿 × 瑞穂三小SC 津田山FC

津田山FC

6 12:25 若葉台FC × 調布イーグルス 瑞穂三小SC 梨花FC

5 11:50 梨花FC × 瑞穂三小SC 調布イーグルス

グループB3位 Ａ１位 Ｂ１位

8 13:55 グループA2位 × グループB2位

7 13:20 グループA3位 ×

Ｂ２位

15:25 閉会式

Ａ３位 Ｂ３位

9 14:30 グループA1位 × グループB1位 Ａ２位
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梨花フットボールクラブ

※ グループ予選の審判は、後審になります。第１試合目の審判は第２試合目のチームにてお願いします。

※ 試合開始時刻は目安の時間になります。前試合の後半開始時には、試合準備をお願いします。

6 12:25 梨花FC × 小柳まむし坂SC

9 14:30 × グループB1位

7 13:20 × グループB3位

8 13:55 × グループB2位

15:25 閉会式

グループA3位

2 10:05 梨花FC × 潤徳ガルーダFC

11:50 稲城SSS × 羽衣１SC

4 11:15 潤徳ガルーダFC × 小柳まむし坂SC

3 10:40 FC芹ヶ谷東京 × 羽衣１SC

5

9:30 稲城SSS × FC芹ヶ谷東京

No. 開始時刻 対戦カード

五位決定戦 グループＡ３位 ×

２年生大会　試合進行表

優勝： 準優勝： 第三位：

梨花FC 潤徳ガルーダFC

主審 予備審

1

三位決定戦 グループＡ２位 × グループＢ２位

グループＢ３位

優勝決定戦 グループＡ１位 ×

小柳まむし坂SC ⚽⚽⚽

２年生大会　順位決定戦

グループＢ１位

潤徳ガルーダFC ⚽⚽⚽

梨花FC ⚽⚽⚽

潤徳ガルーダFC 小柳まむし坂SC 勝点 得失点 総得点 順位

羽衣１SC ⚽⚽⚽
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FC芹ヶ谷東京 ⚽⚽⚽

稲城SSS ⚽⚽⚽

グループＡ 稲城SSS FC芹ヶ谷東京 羽衣１SC 勝点 得失点 総得点 順位

２年生大会　予選リーグ組合せ

グループA1位

稲城SSS

潤徳ガルーダFC

FC芹ヶ谷東京

小柳まむし坂SC

羽衣１SC 稲城SSS

潤徳ガルーダFC

羽衣１SC

梨花FC

FC芹ヶ谷東京

Ａ１位 Ｂ１位

Ａ３位 Ｂ３位グループA2位

Ａ２位 Ｂ２位

グループＢ 梨花FC
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　会場へは、住宅街を通らずご来場ください。（赤の矢印：鶴川街道沿い）

梨花FC招待　チャレンジカップ2018
会場地図
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