
梨花フットボールクラブ

ー RIKA FOOTBALL CLUB FESTIVAL ー

 梨花FC招待（U12・U11）

主催

会場

大会開催日 2019年３月10日（日）

稲城長峰ヴェルディフィールド

梨花フットボールクラブ



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、６年生大会は６年生以下、５年生大会は５年生以下で
構成された、いずれも単独チーム。

大会形式 ６年生大会、５年生大会とも以下の形式で行う。
(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、2018/2019日本サッカー協会競技規則に準ずる。
(2) ８人制、交代自由。４号縫いボールを使用。
(3) 審判は１人制とし、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。
(4) 試合時間はグループリーグ・順位決定戦とも30分とし、インターバルは５分を設ける。

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閉会式にて授与する。
第四位のチームに敢闘賞（楯）を授与する。また、各チームから１名の優秀選手に
メダルを授与する。（6年生は各チーム２名）
閉会式は、全チームの参加をお願い致します。

参加チーム Ｕ１１

□菅FC（川崎市） □FC本宿（府中市） □飛田給FC（調布市）

□FC芹ヶ谷東京（町田市） □南山EFC（稲城市） □梨花FC（稲城市）

Ｕ１２

□津田山FC（川崎市） □落六プルチーニ（新宿区）

□府中グリーンファイターズ（府中市） □鑓水SC（八王子市）

□若葉台FC（稲城市） □梨花FC（稲城市）

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
大会事務局　冨岡　武也（Mail：tomioka@rikafc.tokyo　TEL：080−3014−8802）

その他 (1) 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。
(2) 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。
(3) 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。
(4) 入場は8:30以降でお願いします。（グラウンドへの入場は9:00以降になります。）
(5) 駐車場は、稲城長峰VFの有料駐車場になります。台数制限はありませんが、

５台／チームを目安にお願いします。なお、駐車場は8:00以降に入場可能です。

梨花FC招待　ウインターカップ2019

大会要項
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FC芹ヶ谷 ⚽

菅FC ⚽

5位決定戦 Aグループ三位 vs Bグループ三位

決勝 Aグループ一位 vs Bグループ一位

3位決定戦 Aグループ二位 vs Bグループ二位

５年生大会　順位決定戦

総得点 順位

南山EFC ⚽

グループB 南山EFC 菅FC FC芹ヶ谷 勝点 得失点

3位決定戦

5位決定戦

Aグループ二位

Aグループ三位

梨花FC ⚽

FC本宿 ⚽

５年生大会　予選リーグ組合せ

グループA FC本宿 梨花FC 飛田給FC 勝点 得失点 総得点 順位

飛田給FC ⚽

vs

Bグループ一位

Bグループ二位

Bグループ三位

vs

vs

６年生大会　順位決定戦
Aグループ一位決勝

グループB 落六プルチーニ 梨花FC 鑓水SC 勝点 得失点

府中GFSC ⚽

若葉台FC ⚽

落六プルチーニ ⚽

総得点 順位

梨花FC ⚽

鑓水SC ⚽

梨花FC招待　ウインターカップ2019

グループA 津田山FC 若葉台FC 府中GFSC 勝点 得失点 総得点 順位

津田山FC ⚽

６年生大会　予選リーグ組合せ
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※ 審判は、下記の割当てにてお願いします。
※ 審判は、それぞれ２チームより各１名の選出をお願いします。
※ 試合開始時間は目安の時間を記載しています。前倒しで試合が開始できるように前試合の
　  後半開始後に試合の準備をお願いします。

9 15:15 ６年 グループA一位 vs

7

8 14:30 ６年 グループA二位 vs 5年A二位

6 13:10 ６年 若葉台FC vs 府中GFSC 梨花FC

5 12:25 ５年 梨花FC vs 飛田給FC

vs６年 津田山FC
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FC本宿 飛田給FC

津田山FC 若葉台FC

FC本宿 梨花FC

津田山FC 若葉台FC

６年 津田山FC

vs

若葉台FC

５年

試合進行表

Ａコート

vs

3 11:05

4

2 10:25

Ｂコート 審判

1 9:45 ５年 FC本宿

13:50 ５年 グループA二位 vs

11:45 府中GFSC

FC本宿

南山EFC vs 菅FC 落六プルチーニ

審判

梨花FC

vs 飛田給FC

津田山FC 府中GFSC

飛田給FC

グループB二位 6年A一位 ６年B一位

グループB一位

５年B二位

6年A二位 ６年B二位

梨花FC

グループB二位

梨花FC

2 10:25 ６年 落六プルチーニ vs 梨花FC 南山EFC

3 11:05 ５年 南山EFC vs FC芹ヶ谷 落六プルチーニ

1 9:45 ５年

FC芹ヶ谷

5 12:25 ５年 菅FC vs FC芹ヶ谷 落六プルチーニ 鑓水SC

4 11:45 ６年 落六プルチーニ vs 鑓水SC 南山EFC

菅FC

FC芹ヶ谷

7 13:50 ５年 グループA三位 vs グループB三位 6年A一位 ６年B一位

6 13:10 ６年 梨花FC vs 鑓水SC 菅FC

10 16:05 閉会式

5年B三位

9 15:15 ５年 グループA一位 vs グループB一位 6年A三位 6年B三位

8 14:30 ６年 グループA三位 vs グループB三位 5年A三位
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駐車場利用は各チーム　５台　以内でお願いします。

ピッチ回りにあるコンクリート部分でお願いします。

ターフやシート及び荷物はスタンドかグラウンドフェンス外側のフェンス際に置いてください。

その際、外周を回るランニングや自転車の進行を妨げぬよう配慮願います。

ごみの持ち帰り・忘れ物の有無を、それぞれのチームで必ず確認してから退場ください。

梨花FC招待　ウインターカップ2019

土の付いたシューズで人工芝のピッチに入るのも禁止です。

西側芝生部分でのアップはゴールの真裏を避けてください。芝生育成中は立ち入り禁止です。

選手・指導者・審判・運営スタッフ以外は人工芝に入らないでください。

スタンド以外のコンクリート部分での観戦はご遠慮ください。フェンス外でしたら可能です。

施設内での火気の使用は禁止。喫煙は喫煙所で。天然芝や人工芝上での食事は禁止です。

人工芝上での水分補給は『水』のみ可能です。スポーツ飲料などの水以外の補給は

駐車場のゲートの開錠は朝8:00です。早めに来場してゲート前に列を作る事は禁止します。

グラウンドの開場は早くとも8:30です。８時に来ても入れません。

有料駐車場ですが、他施設（フットサルコート等）の利用者もいますので、来場チームの台数制限をします。

多摩カントリーの駐車場へは絶対に進入厳禁です。進入が発覚したら即通報されます。

フットサル場は利用できません。駐車場やフットサル場前でのアップは禁止です。

フェンス外の北・西・南側の芝生部分でアップは可能ですが、スパイク禁止です(立入り禁止の場合もあり)

**********　注　意　事　項　*********** 住所：稲城市長峰3-10-1

車両で調布方面から来場の場合は『稲城中央公園』交差点で左折し、総合体育館前を右折直進し、

突当りを右折、長峰２丁目交差点を右折迂回して「杜の一番街北信号」は左折侵入願います。

利用可能時間
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