
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

４年の部    平成２８年 ５月 ７日（土）， １４日（土） 

５年の部    平成２９年 １月２８日（土），２月１８日（土） 

６年の部    平成２８年 ９月 ３日（土），１７日（土） 

 

主  催  市 川 市 サ ッ カ ー 協 会                    

主  管  市川市サッカー協会第４種委員会南部支部 

後  援  市 川 市 教 育 委 員 会                    
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大 会 役 員 

 

会 長         鈴 木 衛 

 

副会長         藤村 忠夫 

 

運営委員長     栗沢 淳一 

 

運営副委員長  佐藤 菊弥 

 

競技委員長     石原 孝幸 

 

競技副委員長  後藤 雅敏 

        荒田 正勝 

        西村 明之 

 

競技委員 齋藤 隆志（富美浜ＳＣ） 田所 弘之（行 徳ＳＣ） 

中里 康夫（富美浜ＳＣ） 間 野 豊（南市川ＪＦＣ） 

  田中 成志（北浜ＳＳＳ） 大 﨑 誠（南市川ＪＦＣ） 

  西村 明之（南市川ＪＦＣ） 井上 尚己（福 栄ＦＣ） 

  石原 一幸（妙 典 Ｋ） 田 邊 清（南行徳ＦＣ） 

  伊 藤 博（塩 浜ＳＣ） 島田 彰及（新 浜ＦＣ） 

  遠山 茂樹（新 浜ＦＣ）  

 

 

 

 

審判委員長 東  哲也 

 

審判委員会指導部 村上 勝正 

 

事務局  江口 明子 

 

大会事務局 齋藤 隆志 
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大会実施要項 

［大会主旨］ 

◎ 多くの子どもたちに試合出場の機会を与え，一人ひとりの育成の場とする。 

◎ 近隣チームとの試合を通して，交流を深め親睦を図る。 

◎ 一人ひとりを伸ばすためには，どのような指導が適切か，試合を通して指導者の研修の

場とする。 

 

１．大 会 名  平成２８年度支部大会 

 

２．主  催  市川市サッカー協会 

 

３．後  援  市川市教育委員会 

 

４．大会日程   

４年の部    平成２８年 ５月 ７日（土），１４日（土） 

５年の部    平成２９年 １月２８日（土），２月１８日（土） 

６年の部    平成２８年 ９月 ３日（土），１７日（土） 

５．会  場   

４年の部 南行徳小，福栄小，塩浜グランド 

６年の部 塩浜小，塩焼小，富美浜小  

       ５年の部 富美浜小，塩焼小，塩浜小 

 

６．参加資格 

・参加チーム（市内）は市サッカー協会第４種委員会に加盟登録すること。 

・大会参加者は市川市サッカー協会第４種委員会に個人登録済みのもの。 

・大会参加者はスポーツ安全協会傷害等の保険に加入のこと。 

・大会参加者は全員保護者の承諾を得ていること。 

・参加チームは，所定の大会申し込み手続きを終えたチームであること。 

（メンバー表の提出があります。至急事務局まで郵送してください。） 

・原則として他学年の児童は出場できない。ただし，該当学年が１４名に満た

ない場合は，下学年から補充することができる。この場合，大会趣旨をふま

え当該学年の選手にでる機会を妨げることがないようにする。また，補充し

た選手を会場責任者に申告すること。尚，上学年に出場しても，本来所属す

る学年の大会に出場できるものとする。 

・該当学年の選手が試合に出る機会を妨げていないか確認する上で，当日メン

バー表を本部に提出すること。 

 

７．競技規則 

・競技規則は，日本サッカー協会少年競技規定による。 

・１１人制サッカー。 

・試合時間は４年生の部１５分ハーフ，６年生の部２０分ハーフとする。 

・選手の交代は何名でもよい。（交代自由） 

・該当学年の人数が１１人に満たない場合は，下学年よりメンバーの補充がで

きるものとする。ただし，該当学年の選手は常時出場していること。 

・当日メンバー表の提出を会場本部へ行うこと。 

・試合球は４号手縫いボールを使用する。 
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・ＰＫのポイントは，４，５年７ｍとする。６年は８ｍとする。 

・競技場のセンターサークルは半径６ｍ，ゴールエリアはポストから４ｍ，中

へ４ｍとする。ペナルティエリアはポストから１２ｍ中へ１２ｍとする。 

・予選リーグ・決勝リーグとも勝ち点制（勝－３点，引き分け－１点，負け－

０点）とし，同点の場合は，得失点差，総得点の順で優位なチームを勝ちと

する。同順位がでた場合は，ＰＫ戦により順位を決める。 

 

８．運営方法 

・審判は会場ごとに各チーム２名審判員を派遣し，審判団を構成する。（試合

の無いチームの各２名にて主審・副審２名・第四審判を行うが３チームリー

グの会場は会場責任者との相談とする） 

・審判を行うにあたっては審判服を着用する。 

・ユニフォームは２着用意する。 

・けがについては応急処置は行うが，その後はチーム責任者に一任する。 

・会場には絶対に迷惑をかけないよう煙草の吸い殻，ゴミの清掃をお願いいた

します。 

・駐車をする際は，車のフロントガラスにチーム名を明示し，所定の場所以外

の駐車は厳禁とする。会場の指示に従うこと。 

・各会場とも駐車スペースがないので，最小限の台数とする。 

 

９．表  彰 

・優 勝…賞状・カップ（トロフィー） 

・準優勝…賞状・トロフィー 

・３ 位…賞状・トロフィー 

 

１０．参加費 

・１チームにつき２０００円。（４年生の部，第一日目に集金とする。） 

 

１１．その他 

   ・事前メンバー表は１ヵ月前に支部長にメールにて提出の事。 

・各会場責任者は，試合結果をその日のうちに齋藤までメールまたはＦＡＸで報告

する。 

（３２１－０９９７ 齋藤自宅ＦＡＸ） 

      又はe-mail kanpaitakasan@gmail.comまで 
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【４年生の部予選リーグ】 

          

◆Ａグループ  南新浜小 会場      

第１試合 南市川Ａ － 北浜   ９：００～  

第２試合 行徳Ｂ － 富美浜Ｐ   ９：４０～  

第３試合 南市川Ａ － 行徳Ｂ  １０：３５～  

第４試合 北浜 － 富美浜Ｐ  １１：１５～  

第５試合 南市川Ａ － 富美浜Ｐ  １２：１０～  

第６試合 北浜 － 行徳Ｂ  １２：５０～  

  南市川Ａ 北浜 行徳Ｂ 富美浜Ｐ 勝点 得点 失点 得失 順位 

南市川Ａ          

北浜          

行徳Ｂ          

富美浜Ｐ          

          

◆Ｂグループ  行徳小 会場      

第１試合 富美浜Ｌ － 南市川Ｂ   ９：００～  

第２試合 行徳Ａ － 新浜   ９：４０～  

第３試合 富美浜Ｌ － 行徳Ａ  １０：３５～  

第４試合 南市川Ｂ － 新浜  １１：１５～  

第５試合 富美浜Ｌ － 新浜  １２：１０～  

第６試合 南市川Ｂ － 行徳Ａ  １２：５０～  

  富美浜Ｌ 南市川Ｂ 行徳Ａ 新浜 勝点 得点 失点 得失 順位 

富美浜Ｌ          

南市川Ｂ          

行徳Ａ          

新浜          

          

◆Ｃグループ  福栄小 会場      

第１試合 塩浜 － 福栄   ９：００～  

第２試合 南行徳 － 妙典   ９：４０～  

第３試合 塩浜 － 南行徳  １０：３５～  

第４試合 福栄 － 妙典  １１：１５～  

第５試合 塩浜 － 妙典  １２：１０～  

第６試合 福栄 － 南行徳  １２：５０～  

  塩浜 福栄 南行徳 妙典 勝点 得点 失点 得失 順位 

塩浜          

福栄          

南行徳          

妙典          
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【４年生の部決勝リーグ】 

          

◆決勝リーグ   会場      

第１試合 Ａ１位 － Ｂ１位   ９：００～  

第２試合 Ｃ１位 － ２位①   ９：４０～  

第３試合 Ａ１位 － Ｃ１位  １０：３５～  

第４試合 Ｂ１位 － ２位①  １１：１５～  

第５試合 Ａ１位 － ２位①  １２：１０～  

第６試合 Ｂ１位 － Ｃ１位  １２：５０～  

  Ａ１位 Ｂ１位 Ｃ１位 ２位① 勝点 得点 失点 得失 順位 

Ａ１位          

Ｂ１位          

Ｃ１位          

２位①          

          

◆南部海浜リーグ  会場      

第１試合 ２位② － ２位③   ９：００～  

第２試合 ３位① － ３位②   ９：４０～  

第３試合 ２位② － ３位①  １０：３５～  

第４試合 ２位③ － ３位②  １１：１５～  

第５試合 ２位② － ３位②  １２：１０～  

第６試合 ２位③ － ３位①  １２：５０～  

  ２位② ２位③ ３位① ３位② 勝点 得点 失点 得失 順位 

２位②          

２位③          

３位①          

３位②          

          

◆南部 Bay リーグ  会場      

第１試合 ３位③ － Ａ４位   ９：００～  

第２試合 Ｂ４位 － Ｃ４位   ９：４０～  

第３試合 ３位③ － Ｂ４位  １０：３５～  

第４試合 Ａ４位 － Ｃ４位  １１：１５～  

第５試合 ３位③ － Ｃ４位  １２：１０～  

第６試合 Ａ４位 － Ｂ４位  １２：５０～  

  ３位③ Ａ４位 Ｂ４位 Ｃ４位 勝点 得点 失点 得失 順位 

３位③          

Ａ４位          

Ｂ４位          

Ｃ４位          
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【５年生の部予選リーグ】 

          

◆Ａグループ  塩焼小 会場      

第１試合 南市川Ａ － 南行徳   ９：００～  

第２試合 新浜 － 福栄   ９：４０～  

第３試合 南市川Ａ － 新浜  １０：３５～  

第４試合 南行徳 － 福栄  １１：１５～  

第５試合 南市川Ａ － 福栄  １２：１０～  

第６試合 南行徳 － 新浜  １２：５０～  

  南市川Ａ 南行徳 新浜 福栄 勝点 得点 失点 得失 順位 

南市川Ａ          

南行徳          

新浜          

福栄          

          

◆Ｂグループ  富美浜小 会場      

第１試合 南市川Ｃ － 北浜Ａ   ９：００～  

第２試合 妙典 － 富美浜   ９：４０～  

第３試合 南市川Ｃ － 妙典  １０：３５～  

第４試合 北浜Ａ － 富美浜  １１：１５～  

第５試合 南市川Ｃ － 富美浜  １２：１０～  

第６試合 北浜Ａ － 妙典  １２：５０～  

  南市川Ｃ 北浜Ａ 妙典 富美浜 勝点 得点 失点 得失 順位 

南市川Ｃ          

北浜Ａ          

妙典          

富美浜          

          

◆Ｃグループ  塩浜小 会場      

第１試合 行徳 － 塩浜   ９：００～  

第２試合 南市川Ｂ － 北浜Ｂ   ９：４０～  

第３試合 行徳 － 南市川Ｂ  １０：３５～  

第４試合 塩浜 － 北浜Ｂ  １１：１５～  

第５試合 行徳 － 北浜Ｂ  １２：１０～  

第６試合 塩浜 － 南市川Ｂ  １２：５０～  

  行徳 塩浜 南市川Ｂ 北浜Ｂ 勝点 得点 失点 得失 順位 

行徳          

塩浜          

南市川Ｂ          

北浜Ｂ          
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【５年生の部決勝リーグ】 

          

◆決勝リーグ   会 場      

第１試合 Ａ１位 － ２位②   ９：００～  

第２試合 ３位③ － Ｂ１位   ９：４０～  

第３試合 Ａ１位 － ３位③  １０：３５～  

第４試合 ２位② － Ｂ１位  １１：１５～  

第５試合 Ａ１位 － Ｂ１位  １２：１０～  

第６試合 ２位② － ３位③  １２：５０～  

  Ａ１位 ２位② ３位③ Ｂ１位 勝点 得点 失点 得失 順位 

Ａ１位          

２位②          

３位③          

Ｂ１位          

          

◆南部海浜リーグ  会場      

第１試合 ２位③ － Ａ４位   ９：００～  

第２試合 Ｃ１位 － ３位①   ９：４０～  

第３試合 ２位③ － Ｃ１位  １０：３５～  

第４試合 Ａ４位 － ３位①  １１：１５～  

第５試合 ２位③ － ３位①  １２：１０～  

第６試合 Ａ４位 － Ｃ１位  １２：５０～  

  ２位③ Ａ４位 Ｃ１位 ３位① 勝点 得点 失点 得失 順位 

２位③          

Ａ４位          

Ｃ１位          

３位①          

          

◆南部 Bay リーグ  会場      

第１試合 Ｂ４位 － ２位①   ９：００～  

第２試合 ３位② － Ｃ４位   ９：４０～  

第３試合 Ｂ４位 － ３位②  １０：３５～  

第４試合 ２位① － Ｃ４位  １１：１５～  

第５試合 Ｂ４位 － Ｃ４位  １２：１０～  

第６試合 ２位① － ３位②  １２：５０～  

  Ｂ４位 ２位① ３位② Ｃ４位 勝点 得点 失点 得失 順位 

Ｂ４位          

２位①          

３位②          

Ｃ４位          

 



 8 

 

【６年生の部予選リーグ】 

          

◆Ａグループ  塩浜小 会場      

第１試合 塩浜 － 妙典Ｂ   ９：００～  

第２試合 福栄 － 南市川Ｃ   ９：５０～  

第３試合 塩浜 － 福栄  １０：５５～  

第４試合 妙典Ｂ － 南市川Ｃ  １１：４５～  

第５試合 塩浜 － 南市川Ｃ  １２：５０～  

第６試合 妙典Ｂ － 福栄  １３：４０～  

  塩浜 妙典Ｂ 福栄 南市川Ｃ 勝点 得点 失点 得失 順位 

塩浜          

妙典Ｂ          

福栄          

南市川Ｃ          

          

◆Ｂグループ  塩焼小 会場      

第１試合 行徳 － 南行徳   ９：００～  

第２試合 妙典Ａ － 南市川Ａ   ９：５０～  

第３試合 行徳 － 妙典Ａ  １０：５５～  

第４試合 南行徳 － 南市川Ａ  １１：４５～  

第５試合 行徳 － 南市川Ａ  １２：５０～  

第６試合 南行徳 － 妙典Ａ  １３：４０～  

  行徳 南行徳 妙典Ａ 南市川Ａ 勝点 得点 失点 得失 順位 

行徳          

南行徳          

妙典Ａ          

南市川Ａ          

          

◆Ｃグループ  富美浜小 会場      

第１試合 北浜 － 新浜   ９：００～  

第２試合 南市川Ｂ － 富美浜   ９：５０～  

第３試合 北浜 － 南市川Ｂ  １０：５５～  

第４試合 新浜 － 富美浜  １１：４５～  

第５試合 北浜 － 富美浜  １２：５０～  

第６試合 新浜 － 南市川Ｂ  １３：４０～  

  北浜 新浜 南市川Ｂ 富美浜 勝点 得点 失点 得失 順位 

北浜          

新浜          

南市川Ｂ          

富美浜          
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【６年生の部決勝リーグ】 

          

◆決勝リーグ   会 場      

第１試合 Ａ１位 － Ｂ１位   ９：００～  

第２試合 Ｃ１位 － ２位①   ９：５０～  

第３試合 Ａ１位 － Ｃ１位  １０：５５～  

第４試合 Ｂ１位 － ２位①  １１：４５～  

第５試合 Ａ１位 － ２位①  １２：５０～  

第６試合 Ｂ１位 － Ｃ１位  １３：４０～  

  Ａ１位 Ｂ１位 Ｃ１位 ２位① 勝点 得点 失点 得失 順位 

Ａ１位          

Ｂ１位          

Ｃ１位          

２位①          

          

◆南部海浜リーグ  会場      

第１試合 ２位② － ２位③   ９：００～  

第２試合 ３位① － ３位②   ９：５０～  

第３試合 ２位② － ３位①  １０：５５～  

第４試合 ２位③ － ３位②  １１：４５～  

第５試合 ２位② － ３位②  １２：５０～  

第６試合 ２位③ － ３位①  １３：４０～  

  ２位② ２位③ ３位① ３位② 勝点 得点 失点 得失 順位 

２位②          
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