
平成２４年8月
新浜FC

主　　　催 新 浜 フットボールクラブ

開　催　日 平成２４年９月 １５日（土） 
（天候不安定の場合、当日朝６時頃に確定します。）
予備日　：９月１７日（月・祝）

会　　　場 市川市塩浜多目的グラウンド（市川市塩浜２丁目）

参加資格 ３年生以下で構成されたチームであること。

参　加　費 参加各チーム　１チーム　３，０００円
（大会当日、本部受付にてお支払いください。）

競技規則 ・ ８人制で行い、試合時間は全て、１５分－５分－１５分　とする。
・ 審判は、参加チームの指導者が交互に行いますので２名の審判員の帯同をお願い致します。

（8人制ですが、審判は4人制とします。審判服の着用を宜しくお願い致します。）
・ 試合球は４号手縫いボールとし、本部で用意したボールを使用。
・ フィールド ６８ｍＸ５０ｍ　 ＰＫポイント　７ｍ

 ・ 交代は自由とする。（一度退場した選手の再入場も可能）
・ ユニフォームは、必ず正副２着のご用意をお願い致します。
・ 決勝戦、3位決定戦とも引き分けの場合は延長戦はなく、PK戦で順位を決めることとする。

以下、日本サッカー協会競技規則に準じます。
 
表　　彰 ・ 優勝チーム トロフィー・メダル（全員、但し20個迄）・賞状

準優勝 トロフィー・賞状
３位 トロフィー・賞状

＊優勝チームより最優秀選手１名選出、記念品授与
＊全チームより優秀選手２名選出、メダル授与

そ　の　他 ・ 参加する児童は、傷害保険に加入していること。また、大会中の負傷は、その責任を負い
かねます。各自チームにて十分ご注意下さい。

・ 各チームご来場は、車５台迄でお願い致します。 
（駐車券は添付シートからプリントアウトしてください）

連　絡　先 望月　高行 メール
ＴＥＬ／ＦＡＸ　０４７－３５９－３８４５ m-takayuki-0225@muh.biglobe.ne.jp
携　　　　帯　　０８０－５４７８－０２２１ m-taka-0225@ezweb.ne.jp

鍋田　知宏 メール
ＴＥＬ／ＦＡＸ　 nabepapa@fd6.so-net.ne.jp
携　　　　帯　　０９０－９２９１－４４９５ nabeta1016shutopapa@ezweb.ne.jp

ので宜しくお願い致します。
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第１８回　新浜ＦＣ招待「ゆうカップサッカー大会」大会要綱

新浜FC招待『ゆうカップサッカー大会』にご参加頂き誠にありがとうございます。この大会も今年で、
第１８回を迎えることが出来ました。発足当時は、市内のチームを招待しての大会でしたが、回を重ねる
ごとに広範囲のチームのご参加を得て開催出来るようになりました。そして、新浜FCの活動も広範囲な
チームの方々に支えられ、友好の輪を広めてまいりました。今大会で更に大きな友好の輪が広がることを、
また、今大会が今まで以上有意義な大会となりますよう皆様と一緒に進めて参りたいと考えております



　組　合　せ・スケジュール　

◎ ９月１５日　（土）
開門 8:00頃
審判割当並びに自チーム試合開始３０分前には、会場にお越し頂きますようお願い致します。

１．ブロック割り

Ａブロック

新浜FC 香澄FC 五砂FC 勝点 得失点 得点 失点 順位

新浜FC ① ⑤

香澄FC ③

五砂FC

Ｂブロック

砂町SC FC鬼高 フッチ 勝点 得失点 得点 失点 順位

砂町SC ② ⑥

FC鬼高 ④

フッチ

２．スケジュール・審判割当

主審 副審

　　　※⑦のチームが⑥と連続になる場合は、⑦の試合開始時間を遅らせます。

対戦カード

閉会式

VS

Ａ３位

14:15

14:20

Ｂ２位

⑦

砂町SC

FC鬼高

15:30

14:55⑨ Ａ１位

13:35

VS Ｂ１位 AB　２位チーム

15:00

VS 五砂FC

AB　３位チーム

13:00 VS Ｂ３位 AB　１位チーム

13:40

五砂FC

FC鬼高 フッチ

⑧ Ａ２位

新浜FCフッチ12:20 12:55⑥

12:15

フッチ 砂町SC

11:00 11:35

香澄FC VS 五砂FC

FC鬼高 香澄FC

砂町SC

⑤ 五砂FC新浜FC VS

④ フッチ

③

②

11:40

VS

① 9:00 9:35

VS

10:20 10:55

新浜FC VS

10:15
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開始 終了
審判

新浜FC 香澄FC

砂町SC香澄FC

9:40 FC鬼高



　過　去　の　戦　跡　

優　　　勝 準　優　勝 ３　位 4位以下

第１７回大会 フッチＳＣ 新浜ＦＣ 砂町SC 香澄FC FC鬼高 五砂FC

第１６回大会 フッチＳＣ 新浜ＦＣ 五砂FC 砂町ＳＣ 香澄FC ＦＣ鬼高

第１５回大会 フッチＳＣ 新浜ＦＣ ﾊﾞﾃﾞｨSC千葉 ＦＣ鬼高 砂町ＳＣ 五砂ＳＣ

第１４回大会 フッチＳＣ 新浜ＦＣ 砂町ＳＣ 五砂ＳＣ ＦＣ鬼高 浦安ﾜﾝﾀﾞｰｷｯｽﾞ

第１３回大会 浦安ﾌﾞﾙｰｳｨﾝｸﾞｽ ＦＣ鬼高 フッチＳＣ 新浜ＦＣ 砂町ＳＣ 五砂ＳＣ

第１２回大会 フッチＳＣ 新浜ＦＣ 明海ＦＣ 鷺沼ＦＣ ＦＣ鬼高 ＦＣ北野

第１１回大会 四谷FC フッチＳＣ 明海ＦＣ 新浜FC 砂町ＳＣ FC北野

第１０回大会 フッチ SC 新 浜 FC 明 海 FC 柏ﾏｲﾃｨｰ BSC FC鬼高

第９回大会 フッチSC 中志津SC 新 浜 FC FC 鬼 高 宇喜田SC FC大島

第８回大会 フッチ SC 新 浜 FC 砂 町 SC 宇喜田SC FC 大 島 新松戸SSC

第７回大会 新松戸SSC 新 浜 FC フッチ SC 砂 町 ＳＣ

第６回大会 新松戸SSC フッチ SC 新 浜 FC 鷺沼SC アウルFC 曽谷FC

第５回大会 新松戸SSC フッチ SC 鷺沼SC 矢切SC 新 浜 FC 南新浜FC
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