
第36回
府中市東部地区招待少年少⼥

サッカー大会
（ U-10・U-12の部 ）

プログラム

開催日 ２０２２／１２／４（日）
会 場 府中市少年サッカー場（関東村サッカー場）
主 催 府中市東部地区スポーツ振興会
後 援 ＦＣ東京



ご挨拶

　この度、日頃の子どもたちの練習の成果を存分に発揮していただく場として、府中東部地区招待
サッカー大会を企画いたしました。
　本大会が第36回を迎えることができたのも、ひとえに日頃からお世話になっております皆様のお
陰であり、心より感謝申し上げます。
　皆様と一層の交流を深め、子どもたちのサッカー技術の向上はもとより、もっとサッカーを好き
になる、そんな場となれば幸いです。
　参加されるチームの皆さんには、いろんなプレーにチャレンジし、仲間と一緒にサッカーを思い
きり楽しんでいただければと思います。

2022年11月吉日

大会運営委員長　　市川 厚夫

大会役員 

大会会長 田辺 昭

運営委員長 市川 厚夫

運営委員 府中２小フェニックスＦＣ 鷲巣 路明 田中 秀幸

府中４ＢＫサッカークラブ 北島 久 橋本 裕樹

ストロングボーイズＳＳ 宇野 利夫 津金 克信

グリーンファイターズＳＣ 吉成 渉 和中 健至

矢崎少年サッカークラブ 草野 泰治 加藤 幸雄

小柳小まむし坂ＳＣ 西谷 義彦 樫下 卓矢

たまがわサッカークラブ 石田 真也 下山 浩明

競技委員長 中山　泰一

競技委員 府中２小フェニックスＦＣ 中山 伸行 鈴木 健史

府中４ＢＫサッカークラブ 中谷 聡 長代 則彦

ストロングボーイズＳＳ 込山 誉典 黒川 善優

グリーンファイターズＳＣ 篠原 功 高橋 嶺

矢崎少年サッカークラブ 宮川 匡 宮川 隼

小柳小まむし坂ＳＣ 渋川 啓介 渡邉 健祐

たまがわサッカークラブ 黒坂 和弥 丸山 賢佑

審判委員長 原 基樹

大会事務局 柿崎 香奈 関沢 志穂

会計 川嵜 智佳

会計監査 吉原 秀泰
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開催要項
名 称 第３６回府中市東部地区招待少年少⼥サッカー大会（Ｕ－１０、Ｕ－１２の部）
主 催 府中市東部地区スポーツ振興会
期 日 ２０２２／１２／４（日）
会 場 府中市少年サッカー場（関東村サッカー場）

※施設の開門時間は８時になります。

競 技 規 定 １） ８人制サッカー競技規則（最新版）による。
http://www.jfa.jp/documents/pdf/eight/rules.pdf

２） 試合時間 Ｕ－１２：予選リーグ20分1本/決勝トーナメント20分ハーフ。
Ｕ－１０：予選リーグ、決勝トーナメント共に15分ハーフ。

決勝トーナメントで同点の場合は、３人によるＰＫ戦とする。
３） 選手の登録数は制限なく、選手の交代人数は制限しない。また、１度交代した選手が

その試合に再度出場することも出来る。
４） 予選リーグ戦の順位は勝点（３点）、引き分け（１点）とし、勝点、得失点差、総得点、

対戦間勝者、コイントスの順で決定とする。
５） 試合に際して、各チームボール１個の持ち寄りをお願いします。

表 彰 〈Ｕ－１２の部〉
予選１位グループの優勝チームに優勝カップを貸与。翌年返還していただきます。
予選１位、２位、３位、４位グループの各優勝チームに楯と賞状を授与。
予選１位グループの２、３、４位に楯を授与。
優秀選手を各チームより１名ずつ表彰。

〈Ｕ－１０の部〉
予選１位グループの優勝チームに優勝カップを貸与。翌年返還していただきます。
予選１位、２位、３位グループの各優勝チームに楯と賞状を授与。
予選１位グループの２、３、４位に楯を授与。
優秀選手を各チームより１名ずつ表彰。

参 加 費 ５，０００円　（Ｕ－１２、Ｕ－１０両方に参加されるチームは１０，０００円）

審 判 審判の割り当てがありますので、ご協⼒をお願いします。
Ｕ－１２・Ｕ－１０共に２人制審判（主審・予備審）とする。
審判は必ず審判服を着用し、その資格のある者はワッペンをつけること。
※どうしても都合のつかない場合は、本部に申し出てください。

開 会 式 ⾏いません。

表 彰 式 各チームごとに、最終試合終了後に本部前で個別に表彰式を⾏います。

駐 ⾞ 場 会場には8時15分以降にお入り下さい。
※府中市少年サッカー場開門時間の8時には、ゲート付近で⾞が大渋滞します。
会場脇の駐⾞場には各チーム３台まで駐⾞可能とします。
来場時に駐⾞カードをダッシュボードに掲示の上、指定の位置に駐⾞してください。
なお、指定の台数以外の⾞は近隣有料駐⾞場をご利用ください。
※府中市少年サッカー場入口の大駐⾞場はご利用いただくことは出来ません。

コロナ対策 参加者の健康チェックをお願いします。
体調不良や濃厚接触者は参加させないで下さい。
当日の参加者（選手、コーチ、観戦者）の名簿を作成し、１ヶ月保管をお願いします。
※試合当日に本部への提出は不要です。

そ の 他 大会中の怪我に関しては本部で応急処置はしますが、以後の処置はチームの責任者に一任します。
荒雨天中止の場合は７時迄に各団体の責任者に連絡いたします。

問 合 せ 先 田中　秀幸（府中2小フェニックスフットボールクラブ）
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参加団体

Ｕ１２招待チーム
No. 参加チーム名 略称 所在地 招待元

1  飛田給フットボールクラブ 飛田給FC 東京都調布市 府中４BK
2  ＳＲサッカークラブ ＳＲＳＣ 東京都⻄東京市 府中2FC
3  FC多摩川ジュニア FC多摩川 東京都昭島市 GFSC
4  羽衣一サッカークラブ  羽衣一ＳＣ 東京都⽴川市 たまがわSC
5  鷹の子サッカークラブ 鷹の子ＳＣ 東京都目⿊区 小柳MSC
6  Ｆ．Ｆ．ＶＩＧＯＲＥ Ｆ．Ｆ．ＶＩＧＯＲＥ 神奈川県川崎市 矢崎SC
7  町田忠生サッカークラブ 町田忠生SC 東京都町田市 府中4BK
8  ⻘梅２FC ⻘梅２FC 東京都⻘梅市 ストロング
9  登⼾サッカークラブ  登⼾SC 神奈川県川崎市 府中2FC

Ｕ１０招待チーム
No. 参加チーム名 略称 所在地 招待元

1  ⻄浦和サッカースポーツ少年団 ⻄浦和ＳＳＳ 埼玉県さいたま市 ストロング
2  ＦＣパーシモン ＦＣパーシモン 神奈川県川崎市 小柳MSC
3  小⾦井東小イレブン 小⾦井東小11 東京都小⾦井市 たまがわSC
4  はやぶさフットボールクラブ はやぶさＦＣ 東京都小⾦井市 矢崎SC
5  梨花フットボールクラブ 梨花FC 東京都稲城市 GFSC
6  南大沢フットボールクラブ 南大沢FC 東京都八王子市 GFSC

府中市東部地区チーム
No. チーム名 略称 代表者
1  府中２小フェニックスフットボールクラブ 府中2FC 市川　厚夫
2  府中４ＢＫサッカークラブ 府中4BK 北島　久
3  ストロングボーイズサッカー少年団 ストロング ⻑⾕川　千洋
4  グリーンファイターズサッカークラブ GFSC 中山　泰一
5  矢崎少年サッカークラブ 矢崎SC 宮川　匡
6  小柳小まむし坂サッカークラブ 小柳MSC 甲木　建世
7  たまがわサッカークラブ たまがわSC 本村　龍司
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U-12予選リーグ

Aグループ
U-12 飛田給FC SRSC FC多摩川 小柳MSC 勝点 得点 失点 得失 順位

飛田給フットボールクラブ - - -
SRサッカークラブ - - -
FC多摩川ジュニア - - -
小柳まむし坂サッカークラブ - - -

Bグループ
U-12 羽衣一SC 鷹の子SC GFSC ストロング 勝点 得点 失点 得失 順位

羽衣一サッカークラブ - - -
鷹の子サッカークラブ - - -
グリーンファイターズサッカークラブ - - -
ストロングボーイズサッカー少年団 - - -

Cグループ
U-12 F.F.VIGORE 町田忠生SC 府中２FC たまがわSC 勝点 得点 失点 得失 順位

F.F.VIGORE - - -
町田忠生サッカークラブ - - -
府中２小フェニックスフットボールクラブ - - -
たまがわサッカークラブ - - -

Dグループ
U-12 ⻘梅２FC 登⼾SC 府中４BK 矢崎SC 勝点 得点 失点 得失 順位

⻘梅２FC - - -
登⼾サッカークラブ - - -
府中4BKサッカークラブ - - -
矢崎少年サッカークラブ - - -

U-12決勝トーナメント

※1位グループは全チーム表彰
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Ｕ－１２　時程(1)
1Aコート

No クラス
試合時間

対戦チーム 審判
開始 終了

1A1

U-12

9:30 9:50 飛田給FC VS SRSC GFSC・羽衣一SC 予選リーグ

1A2 9:55 10:15 羽衣一SC VS 鷹の子SC 飛田給FC・SRSC 予選リーグ

1A3 10:20 10:40 SRSC VS FC多摩川 羽衣一SC・鷹の子SC 予選リーグ

1A4 10:45 11:05 鷹の子SC VS GFSC SRSC・FC多摩川 予選リーグ

1A5 11:10 11:30 FC多摩川 VS 飛田給FC 鷹の子SC・GFSC 予選リーグ

1A6 11:35 11:55 GFSC VS 羽衣一SC FC多摩川・飛田給FC 予選リーグ

1A7 12:15 13:00 VS 府中チーム 3位グループ
順位戦Aグループ3位 Bグループ3位

1A8 13:05 13:50 VS 前試合両者 1位グループ
順位戦Aグループ1位 Bグループ1位

1A9 13:55 14:40 VS 前試合両者 3位グループ
決勝戦1A7勝 1B7勝

1A10 14:45 15:30 VS
前試合両者 1位グループ

決勝戦1A8勝 1B8勝

1Bコート

No クラス
試合時間

対戦チーム 審判
開始 終了

1B1

U-12

9:30 9:50 FC多摩川 VS 小柳MSC 鷹の子SC・ストロング 予選リーグ

1B2 9:55 10:15 GFSC VS ストロング FC多摩川・小柳MSC 予選リーグ

1B3 10:20 10:40 小柳MSC VS 飛田給FC GFSC・ストロング 予選リーグ

1B4 10:45 11:05 ストロング VS 羽衣一SC 小柳MSC・飛田給FC 予選リーグ

1B5 11:10 11:30 SRSC VS 小柳MSC ストロング・羽衣一SC 予選リーグ

1B6 11:35 11:55 鷹の子SC VS ストロング SRSC・小柳MSC 予選リーグ

1B7 12:15 13:00 VS 府中チーム 3位グループ
順位戦Cグループ3位 Dグループ3位

1B8 13:05 13:50 VS 前試合両者 1位グループ
順位戦Cグループ1位 Dグループ1位

1B9 13:55 14:40 VS 前試合両者 3位グループ
3位決定戦1A7負 1B7負

1B10 14:45 15:30 VS
前試合両者 1位グループ

３位決定戦1A8負 1B8負
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Ｕ－１２　時程(2)
2Aコート

No クラス
試合時間

対戦チーム 審判
開始 終了

2A1

U-12

9:30 9:50 F.F.VIGORE VS 町田忠生SC 府中4BK・⻘梅2FC 予選リーグ

2A2 9:55 10:15 ⻘梅2FC VS 登⼾SC F.F.VIGORE・町田忠生SC 予選リーグ

2A3 10:20 10:40 町田忠生SC VS 府中2FC ⻘梅2FC・登⼾SC 予選リーグ

2A4 10:45 11:05 登⼾SC VS 府中4BK 町田忠生SC・府中2FC 予選リーグ

2A5 11:10 11:30 府中2FC VS F.F.VIGORE 登⼾SC・府中4BK 予選リーグ

2A6 11:35 11:55 府中4BK VS ⻘梅2FC 府中2FC・F.F.VIGORE 予選リーグ

2A7 12:15 13:00 VS 府中チーム 4位グループ
順位戦Aグループ4位 Bグループ4位

2A8 13:05 13:50 VS 前試合両者 2位グループ
順位戦Aグループ2位 Bグループ2位

2A9 13:55 14:40 VS
前試合両者 4位グループ

決勝戦2A7勝 2B7勝

2A10 14:45 15:30
VS

前試合両者 2位グループ
決勝戦2A8勝 2B8勝

2Bコート

No クラス
試合時間

対戦チーム 審判
開始 終了

2B1

U-12

9:30 9:50 府中2FC VS たまがわSC 登⼾SC・矢崎SC 予選リーグ

2B2 9:55 10:15 府中4BK VS 矢崎SC 府中2FC・たまがわSC 予選リーグ

2B3 10:20 10:40 たまがわSC VS F.F.VIGORE 府中4BK・矢崎SC 予選リーグ

2B4 10:45 11:05 矢崎SC VS ⻘梅2FC たまがわSC・F.F.VIGORE 予選リーグ

2B5 11:10 11:30 町田忠生SC VS たまがわSC 矢崎SC・⻘梅2FC 予選リーグ

2B6 11:35 11:55 登⼾SC VS 矢崎SC 町田忠生SC・たまがわSC 予選リーグ

2B7 12:15 13:00 VS 府中チーム 4位グループ
順位戦Cグループ4位 Dグループ4位

2B8 13:05 13:50 VS 前試合両者 2位グループ
順位戦Cグループ2位 PK Dグループ2位

2B9 13:55 14:40 VS 前試合両者 4位グループ
3位決定戦2A7負 2B7負

2B10 14:45 15:30 VS
前試合両者 2位グループ

３位決定戦2A8負 2B8負
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U-10予選リーグ

Eグループ
U-10 ⻄浦和SSS FCパーシモン 府中２FC 勝点 得点 失点 得失 順位

⻄浦和サッカースポーツ少年団 - -
ＦＣパーシモン - -
府中２小フェニックスフットボールクラブ - -

Fグループ
U-10 小⾦井東11 ストロング 小柳MSC 勝点 得点 失点 得失 順位

小⾦井東小イレブン - -
ストロングボーイズサッカー少年団 - -
小柳まむし坂サッカークラブ - -

Gグループ
U-10 はやぶさFC 府中4BK GFSC 勝点 得点 失点 得失 順位

はやぶさフットボールクラブ - -
府中４BKサッカークラブ - -
グリーンファイターズサッカークラブ - -

Hグループ
U-10 梨花FC 鷹の台ファイターズ 矢崎SC 勝点 得点 失点 得失 順位

梨花フットボールクラブ - -
矢崎少年サッカークラブ - -
南大沢フットボールクラブ - -

U-10決勝トーナメント

 

　　　　 　※1位グループは全チーム表彰
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U-10　時程(1)
3Aコート

No クラス
試合時間

対戦チーム 審判
開始 終了

3A1

U-10

9:30 10:05 ⻄浦和SSS VS FCパーシモン 府中２FC・FCパーシモン 予選リーグ

3A2 10:20 10:55 ⻄浦和SSS VS 府中２FC FCパーシモン・⻄浦和SSS 予選リーグ

3A3 11:10 11:45 FCパーシモン VS 府中２FC ⻄浦和SSS・府中２FC 予選リーグ

3A4 12:15 12:50 VS Eグループ1位・Fグループ1位 3位グループ
順位戦Eグループ3位 Fグループ3位

3A5 12:55 13:30 VS Eグループ3位・Fグループ3位 1位グループ
順位戦Eグループ1位 Fグループ1位

3A6 13:35 14:10 VS 3A5勝・3B5勝 3位グループ
決勝戦3A4勝 3B4勝

3A7 14:15 14:50 VS
3A4勝・3B4勝 1位グループ

決勝戦3A5勝 3B5勝

3Bコート

No クラス
試合時間

対戦チーム 審判
開始 終了

3B1

U-10

9:30 10:05 小⾦井東11 VS ストロング 小柳MSC・ストロング 予選リーグ

3B2 10:20 10:55 小⾦井東11 VS 小柳MSC ストロング・小⾦井東11 予選リーグ

3B3 11:10 11:45 ストロング VS 小柳MSC 小⾦井東11・小柳MSC 予選リーグ

3B4 12:15 12:50 VS Gグループ1位・Hグループ1位 3位グループ
順位戦Gグループ3位 Hグループ3位

3B5 12:55 13:30 VS Gグループ3位・Hグループ3位 1位グループ
順位戦Gグループ1位 Hグループ1位

3B6 13:35 14:10 VS 3A5負・3B5負 3位グループ
3位決定戦3A4負 3B4負

3B7 14:15 14:50 VS
3A4負・3B4負 1位グループ

３位決定戦3A5負 3B5負
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U-10　時程(2)
4Aコート

No クラス
試合時間

対戦チーム 審判
開始 終了

4A1

U-10

9:30 10:05 はやぶさFC VS 府中4BK GFSC・府中4BK 予選リーグ

4A2 10:20 10:55 はやぶさFC VS GFSC 府中4BK・はやぶさFC 予選リーグ

4A3 11:10 11:45 府中4BK VS GFSC はやぶさFC・GFSC 予選リーグ

4A4 12:15 12:50 VS 府中チーム 2位グループ
順位戦Eグループ2位 Fグループ2位

4A5 12:55 13:30

4A6 13:35 14:10 VS
府中チーム 2位グループ

決勝戦4A4勝 4B4勝

4Bコート

No クラス
試合時間

対戦チーム 審判
開始 終了

4B1

U-10

9:30 10:05 梨花FC VS 矢崎SC 南大沢FC・矢崎SC 予選リーグ

4B2 10:20 10:55 梨花FC VS 南大沢FC 矢崎SC・梨花FC 予選リーグ

4B3 11:10 11:45 矢崎SC VS 南大沢FC 梨花FC・南大沢FC 予選リーグ

4B4 12:15 12:50 VS 府中チーム 2位グループ
順位戦Gグループ2位 Hグループ2位

4B5 12:55 13:30

4B6 13:35 14:10 VS
府中チーム 2位グループ

３位決定戦4A4負 4B4負
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会場案内図

京王線飛田給駅下車　徒歩約２５分
西武多摩川線多磨駅下車　徒歩約１０分
中央高速道路調布インター下車　約１０分
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 府中市少年サッカー場案内 
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