
本部

Aブロック Bブロック Cブロック Dブロック Eブロック Fブロック Gブロック Hブロック

試合日

会場

Aブロック Bブロック Cブロック Dブロック Eブロック Fブロック Gブロック Hブロック

試合日

会場

Aブロック Bブロック Cブロック Dブロック Eブロック Fブロック Gブロック Hブロック

試合日

会場

U-8
U-10
U-12

関東学院大学Ａピッチ 関東学院大学Ｂピッチ 関東学院大学Ａピッチ 関東学院大学Ｂピッチ

＜決勝トーナメント＞
９月２日（土） ９月３日（日）

FCアルファ 港FC 山王JFC

８月１９日（土）・８月２０日（日）８月１９日（土）・８月２０日（日）８月２６日（土）・８月２７日（日）８月２６日（土）・８月２７日（日）

5 瀬谷FC
ﾌﾞﾗｯｸｼﾞｬｶﾞｰ

ｽﾞ
磯子フレンズ

SC
南毛利FC 平戸FC

FCゼブラ

4 藤の木SC 六ッ川SC みずきSC NPO　YSCC 城郷SC 横浜深園SC 荏田南FC 大門FC

岩崎FC 藤塚KC

3 FC　MSN 本牧少年SC 横浜GSFC FC南台 一本松SC FC藤棚 サザンFC

FCアムゼル
ﾛｰｼﾞｬ･ﾄﾞｰﾑ

FC
港南台SC

2 坂本SC 帷子SC FC　YSA 桜ヶ丘FC 西谷FC 上星川SC

８月１９日（土）・８月２０日（日）８月２６日（土）・８月２７日（日）８月２６日（土）・８月２７日（日）
平戸永谷遊水地広場 日産追浜Ａ／Ｂ 平戸永谷遊水地広場 日産追浜Ａ／Ｂ・長浜公園

FCゼブラ

5 久里浜FC 横浜SCつばさ 鶴ヶ峰SC KAZU　SC FC明浜 六浦毎日SS 緑野FC 中沢SS

西谷FC 桜ヶ丘FC

3 FCゴール FC南台 一本松SC 帷子SC FC　MSN NPO　YSCC サザンFC

野庭KC 港南台SC 南ヶ丘KC

2 藤塚KC 横浜GSFC 坂本SC 岩崎FC FC　YSA 上星川SC

さえずりの丘公園Ａピッチ さえずりの丘公園Ｂピッチ さえずりの丘公園Ａピッチ さえずりの丘公園Ｂピッチ

1 YKFC
ﾛｰｼﾞｬ･ﾄﾞｰﾑ

FC
美晴SC 日限山FC FCアムゼル

横浜すみれ
SC

富岡SC 黒滝SC

８月１９日（土）・８月２０日（日）８月１９日（土）・８月２０日（日）８月２６日（土）・８月２７日（日）８月２６日（土）・８月２７日（日）

5
横浜かもめ

SC
FC本郷 ７８FC西柴 しらとり台FC FC80洋光台

FCゼブラ

4 六浦毎日SS よりともSC 荏田東FC 川中島SC 本町SSS 藤の木SC 文庫FC 原FC

西谷FC 岩崎FC

3 バディーSC 六ッ川SC 本牧少年SC みずきSC 一本松SC サザンFC FC藤棚

南ヶ丘KC 日限山FC FC　MSN

2 藤塚KC FC　YSA 帷子SC 上星川SC 横浜GSFC 坂本SC

みずきSC本牧少年SC藤の木SC

第２３回　ヨコハマ　メトロポリタンカップ　少年サッカー大会

1 FC南台 野庭KC FCアムゼル 美晴SC ﾛｰｼﾞｬﾄﾞｰﾑFC

YKFC野庭KC日限山FC南ヶ丘KC美晴SC1

Ｕ－８の部　　予選ブロック表

Ｕ－１０の部　　予選ブロック表

Ｕ－１２の部　　予選ブロック表

バディーSC大崎SC4

８月１９日（土）・８月２０日（日）

六ッ川SC福田FC.Jr大井少年SC
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関東学院大学Ｂピッチ ８月１９日（土）・８月２０日（日）

第２３回　ヨコハマ　メトロポリタンカップ　少年サッカー大会

日限山FC FC　YSA 横浜GSFC みずきSC 磯子フレンズSC 順位

関東学院大学Ｂピッチ ８月１９日（土）・８月２０日（日）

日限山FC

FC　YSA

横浜GSFC

みずきSC

磯子フレンズSC

野庭KC 桜ヶ丘FC FC南台 NPO　YSCC 南毛利FC 順位

野庭KC

桜ヶ丘FC

FC南台

NPO　YSCC

南毛利FC



本部対応： 実行委員：

Ｂ 試合開始 主　審 副審 副審 第４審

① 9:00 日限山FC － FC　YSA 横浜GSFC みずきSC 磯子フレンズSC 本部

② 9:50 横浜GSFC － みずきSC 磯子フレンズSC 日限山FC FC　YSA 本部

③ 10:40 磯子フレンズSC － 日限山FC FC　YSA 横浜GSFC みずきSC 本部

④ 11:30 FC　YSA － 横浜GSFC みずきSC 磯子フレンズSC 日限山FC 本部

⑤ 12:20 みずきSC － 磯子フレンズSC 日限山FC FC　YSA 横浜GSFC 本部

⑥ 13:10 南毛利FC － NPO　YSCC FC南台 桜ヶ丘FC 野庭KC 本部

⑦ 14:00 FC南台 － 桜ヶ丘FC 野庭KC 南毛利FC NPO　YSCC 本部

⑧ 14:50 野庭KC － 南毛利FC NPO　YSCC FC南台 桜ヶ丘FC 本部

⑨ 15:40 NPO　YSCC － FC南台 桜ヶ丘FC 野庭KC 南毛利FC 本部

⑩ 16:30 桜ヶ丘FC － 野庭KC 南毛利FC NPO　YSCC FC南台 本部

本部対応： 実行委員：

Ｂ 試合開始 主　審 副審 副審 第４審

① 9:00 みずきSC － 日限山FC 横浜GSFC 磯子フレンズSC FC　YSA 本部

② 9:50 横浜GSFC － 磯子フレンズSC FC　YSA みずきSC 日限山FC 本部

③ 10:40 FC　YSA － みずきSC 日限山FC 横浜GSFC 磯子フレンズSC 本部

④ 11:30 日限山FC － 横浜GSFC 磯子フレンズSC FC　YSA みずきSC 本部

⑤ 12:20 磯子フレンズSC － FC　YSA みずきSC 日限山FC 横浜GSFC 本部

⑥ 13:10 桜ヶ丘FC － 南毛利FC FC南台 野庭KC NPO　YSCC 本部

⑦ 14:00 FC南台 － 野庭KC NPO　YSCC 桜ヶ丘FC 南毛利FC 本部

⑧ 14:50 NPO　YSCC － 桜ヶ丘FC 南毛利FC FC南台 野庭KC 本部

⑨ 15:40 南毛利FC － FC南台 野庭KC NPO　YSCC 桜ヶ丘FC 本部

⑩ 16:30 野庭KC － NPO　YSCC 桜ヶ丘FC 南毛利FC FC南台 本部

第２３回　ヨコハマ　メトロポリタンカップ　少年サッカー大会
Ｕ－１２の部（Ｃ・Ｄブロック）　試合日程

予選リーグ戦　　1日目：８月１９日（土）　関東学院大学Ｂ

①～⑤日限山ＦＣ、⑥～⑩野庭ＫＣ

対　　　　戦

会場設営（7:00集合）：①②試合チーム、後片付け：⑨⑩試合チーム 20-5-20

対　　　　戦

予選リーグ戦　　２日目：８月２０日（日）　関東学院大学Ｂ

①～⑤日限山ＦＣ、⑥～⑩野庭ＫＣ

会場設営（7:00集合）：①②試合チーム、後片付け：⑨⑩試合チーム 20-5-20



：

：

Ｆ－１ Ｇ－１ Ｂ－２ Ａ－２

例

Ａ－１ Ａブロックの１位

Ａ－２ Ａブロックの２位

Ｄ－２ Ｃ－２Ｄ－１ Ｅ－１Ａ－１ Ｅ－２ Ｆ－２ Ｂ－１ Ｃ－１ Ｇ－２

Ｕ－１２

9月2日

Ｈ－２

決勝トーナメント
９月２日（土）・３日（日）

決　勝 ３　決

9月3日

Ｈ－１



第 23

関東学院大学グラウンド
横浜市金沢区釜利谷南3-22-1

１．入・退場時間

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後
実行委員

本部 7:00 11:30 7:00 11:30 7:00 11:30 7:00 11:30
設営

参加ﾁｰﾑ 8:00 12:00 8:00 12:00 8:00 12:00 7:00 11:00
14:00 19:00 14:00 19:00 14:00 19:00 14:00 17:00

２．注意事項 添付図参照
（１）車両について
　　①車両乗入は、以下の通り（厳守）

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台
１台 １台 １台 １台 １台 1台 0 0

　　②各ﾁｰﾑは、当日入口で配布された駐車証（朱印有）を車のフロントに提示し入場
　　③入場の際は、本部役員の指示に従う
　　④場内の走行速度１０Km／Ｈ以下を厳守する。
　　⑤決められた駐車場に順序良く駐車し、配布駐車証をフロントに提示
　　⑥送迎による車両は、乗降後速やかに退場すること
　　⑦近隣の路上・スーパーには、絶対に駐車しないこと。
（２）控え場所について
　　①役員・本部の指示に従う
　　②飲食は、決められた場所で行なうこと
　　③喫煙は指定場所で行ない、吸い殻は各自持ち帰ること
　　④ごみは各自（ﾁｰﾑ）で持ち帰ること（場内のごみ箱使用禁止）
　　⑤水は、スタンド周りの水道を使用（飲水可）ください。
　　⑥トイレ内の製氷機は、アイシング等にご利用ください。
（３）ピッチについて
　　①役員・本部の指示に従う
　　②ﾋﾟｯﾁ内で食事はしない
　　③ピッチ内での飲水は「水のみ」とし、水以外の飲み物（スポーツ飲料等）を使用してはいけない。
　　④ピッチ内（芝の上）には、かかとの細い靴（ハイヒール等）で入ってはいけない。
　　⑤アップ場所は、役員・本部の指示に従う
　　⑥ピッチ内にシート関係は一切ひいてはいけない。（道路側の側溝の外側の部分は対象外）。
　　⑦ベンチは、置かない。（椅子の持ち込み不可）
（４）審判について
　　①副審は、スパイク・トレシュを禁止とし、靴裏の平らなシューズのみとする
　　②試合開始５分前に集合しミーティングを実施する
　　③主審は、試合後必ず本部に結果を報告する
　　④審判服を着用し、必ずワッペンをつけること
（５）本部について
　　①本部チームが準備するもの

審判用飲水・本部用飲料（役員用もお願いします）・副審ﾌﾗｯｸﾞ・ｽﾄｯﾌﾟｳｵｯﾁ・空気入れ・圧力計
ベンチ用ﾃﾝﾄ（ﾀｰﾌﾟ）２張

　　②本部ﾁｰﾑ人数は、本部・駐車場・４審対応含め５人以上配置願います。
　　③審判割り当ての４審は本部チームが担当してください

＊関東学院大学金沢文庫校グランドは、大学及び関東学院大学ラグビー部をはじめとした関係者
　のご好意により使用できています。ご迷惑がかからないように各チームのご協力をお願いします。
　また、学校への問い合わせは絶対にしないようにお願いします。

３．公共交通機関 マップ１，２参照

（電車） 京急金沢文庫駅下車（快速特急・特急停車）
（バス） 京急金沢文庫駅西口　京急バス(野村住宅センター行、関東学院大学金沢文庫キャンパス行)

で共に終点下車、徒歩約3分。
*関東学院内行無料バスは、絶対に利用しない事。

－以上－

8月19日（土） 8月20日（日） 8月26日（土） 8月27日（日）

５台 ３台

8月26日（土） 8月27日（日）

7:00 7:00 7:00 7:00

実行委員
本部

参加ﾁｰﾑ

8月19日（土） 8月20日（日）

５台 ５台

入場

退場

回　ヨコハマメトロポリタンカップ　少年サッカー大会（予選）

＜グラウンド利用の手引き＞
会場

所在地

7:00 7:00 7:00 7:00



スーパー

駐車場

＊構内１０Ｋｍ／ｈ厳守！

駐車場

駐車場

バイク置場

立
入
禁
止

 

野球場 

本
部

 

消防署 
警
備
室

 

本部員２名 
（駐車証確認） 

＊スタンド⇒全チーム選手控え場所 
＊一番両サイドの階段のみ使用し、スタン
ド間の移動は上部通路だけ！                
＊製氷機使えません。 

本部員各１
名 

応
援
場
所

 

関東学院大学金沢文庫校
（釜利谷校） 

校舎 

男子トイレ 

女子トイレ 

アップ アップ 

立
入
禁
止 

応
援
場
所

 

有料でも
駐車禁

止 

＊野球場で試合の場合、ボールが当たる

可能性ありますが、関東学院大学側・当大

会として一切責任を負いませんのでご了承

願います。 

Ａ 

アップエリア 

Ｂ 



添付資料－５Ａ

関東学院大学　金沢文庫校（釜利谷校）

会場 



大会会場 

有料駐車場 
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