
★会　　　場　 関東学院大学・横浜ＦＣ東戸塚フットボールパーク・日産追浜総合グランド
　　　　　　　　　平戸永谷川遊水地広場・さえずりの丘公園グランド・バディーサッカーフィールド・他
★参加資格　　西区・南区・港南区・中区・保土ヶ谷区に在住、在籍する小学生及び神奈川県内外の
　　　　　　　　　招待小学生チーム

第２４回　ﾖｺﾊﾏﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝｶｯﾌﾟ少年ｻｯｶｰ大会　要綱

★期　　　日　　平成３０年８月１８日（土）・１９日（日）・２５日（土）・２６日（日）・９月１日（土）・２日（日）
★主　　　催　　ヨコハマメトロポリタンカップ少年サッカー大会　実行委員会
★協　　　賛　　リスト株式会社／京浜急行電鉄／サンフジ企画／東京急行電鉄／相模鉄道
　　　　　　　　　株式会社横浜フリエスポーツクラブ／日産自動車株式会社／横浜マリノス株式会社
　　　　　　　　　関東学院大学／株式会社中萬学院／長田病院／ピケーナ・アーリア／中島印刷所／他

１．競技規則 
・2017/2018 日本サッカー協会の競技規則による。（但し、給水タイムについてはオンタイムで行う） 
・U-8は、８人制、U-10、U-12は１１人制とする。 
・試合時間は、U-8：20分(10-5-10)・U-10：30分(15-5-15)・U-12：40分(20-5-20)とし、予選リーグは同点の場
合でも延長戦は行なわない。 
・ﾎﾞｰﾙは、4号球で手縫いを使用する。 
・選手交替は、U-12/U-10ではアウトオブプレーで４審確認の上、交替自由とする。U-8は自由な交代（除
GK）とする。 
・メンバー表の提出は不要。 
・年齢をごまかしたり、別のチームに出場したり、試合時間（ｷｯｸｵﾌﾀｲﾑ）にU-8：6名以上、U-10・12：8名以上
集まらない場合は、原則棄権扱いとし、失格とする。但し、やむを得ない理由の場合は、本部（実行委員）に
対応を一任する。 
・選手は、U-8では小学生以上とし、全ｸﾗｽ、女子の出場を認める。 
 
２．大会方法 
各クラスは、８ブロック(抽選)に分け予選リーグを行い、各ブロック上位２チームで決勝トーナメントを行う。 
決勝トーナメント対戦は、各ブロックの１、２位チームの勝ち点・得失点・総得点の順で決定する。 
 
３．順位 
・予選リーグは、各クラスともポイント制(勝３点、分１点、負０点) で順位を決定する。 
・予選リーグで勝ち点が同じ場合は、得失点差・総得点・対戦成績・抽選で順位を決定する。 
・決勝トーナメント戦で試合時間内に勝敗が決定しない場合は、ＰＫ戦を行う。（8人制3人、11人制5人） 
・決勝戦のみ延長戦を10分間(５－５)行い、さらに同点の場合はＰＫ方式で勝者を決定する。 
・棄権のあったチームは、対戦したすべての試合の成績を無効とする。 
 
４．注意事項 

・エントリーした各チームは、審判資格者１名以上の帯同をお願いします。 
・試合日程が厳しいため大会本部から予め通知された指示に従い、試合進行上の協力をお願いします。 

・審判は、審判服・ワッペンの着用をお願いします。 

・本部ﾁｰﾑは第4審判（審判資格者）も帯同をお願いします。 
・次の試合に出場するチーム及び審判は、５分前に大会本部前に集合してください。 
・ベンチに入れるコーチングスタッフは、３名以内とする。 

・試合中のコーチングはベンチ内１名とし、ベンチ以外でのコーチングは禁止します。 
・ベンチマナーの悪いチーム（審判への暴言を含む）は、今後の参加をご遠慮願います。 
・ユニホームは、２種類用意し携行してください。 
・控え選手並びにアップ中の選手は試合中の選手とユニフォーム色が重ならないようにビブスを着用する。 

・スポーツ保険(傷害保険)に加入している事を参加条件とします。 
・試合中または往復途中に事故があった場合は、当該チームが責任をもって処理願います。 

・真夏の大会なので、熱中症対策を十分にお願いします。 

・本部ﾁｰﾑは試合ベンチ用ターフ２張り、本部用１張りをご用意ください。 
・会場における器物破損については、原則当該チームが責任をもって処理願います。 

・タバコは、各会場の指定場所でのみ許可とします。 
・ジュース類の空カン、ゴミ、タバコの吸殻の後始末は、各チームの責任において清掃し持帰り願います。 

・大会会場に自動車で来場する場合は、大会事務局より指定された台数を厳守し、周辺道路 
 には絶対に駐車しないで下さい。各会場利用の手引きを優先して、諸注意事項の厳守をお願いします。 

・諸注意事項を選手、スタッフ、保護者、応援者に周知徹底願います。 
・雨天中止時は、午前６時半までに実行委員から各チームに連絡します。（小雨決行） 
・問い合わせ先 ： 事務局 090-2752-1634（酒寄） 
                                                         －以上－ 
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本部対応： 実行委員：

試合開始 主　審 副審 副審 第４審

① 9:00 FCアムゼル － 藤塚KC 横浜ＧＳＦＣ 藤の木SC KAZU SC 本部

② 9:40 横浜ＧＳＦＣ － 藤の木SC KAZU SC FCアムゼル 藤塚KC 本部

③ 10:20 KAZU SC － FCアムゼル 藤塚KC 横浜ＧＳＦＣ 藤の木SC 本部

④ 11:00 藤塚KC － 横浜ＧＳＦＣ 藤の木SC KAZU SC FCアムゼル 本部

⑤ 11:40 藤の木SC － KAZU SC FCアムゼル 藤塚KC 横浜ＧＳＦＣ 本部

⑥ 13:30 ＹＫＦＣ － 西谷FC みずきSC 福田FC Ｊｒ 久里浜FC 本部

⑦ 14:10 みずきSC － 福田FC Ｊｒ 久里浜FC ＹＫＦＣ 西谷FC 本部

⑧ 14:50 久里浜FC － ＹＫＦＣ 西谷FC みずきSC 福田FC Ｊｒ 本部

⑨ 15:30 西谷FC － みずきSC 福田FC Ｊｒ 久里浜FC ＹＫＦＣ 本部

⑩ 16:10 福田FC Ｊｒ － 久里浜FC ＹＫＦＣ 西谷FC みずきSC 本部

本部対応： 実行委員：

試合開始 主　審 副審 副審 第４審

① 9:00 福田FC Ｊｒ － ＹＫＦＣ みずきSC 久里浜FC 西谷FC 本部

② 9:40 みずきSC － 久里浜FC 西谷FC 福田FC Ｊｒ ＹＫＦＣ 本部

③ 10:20 西谷FC － 福田FC Ｊｒ ＹＫＦＣ みずきSC 久里浜FC 本部

④ 11:00 ＹＫＦＣ － みずきSC 久里浜FC 西谷FC 福田FC Ｊｒ 本部

⑤ 11:40 久里浜FC － 西谷FC 福田FC Ｊｒ ＹＫＦＣ みずきSC 本部

⑥ 13:30 藤の木SC － FCアムゼル 横浜ＧＳＦＣ KAZU SC 藤塚KC 本部

⑦ 14:10 横浜ＧＳＦＣ － KAZU SC 藤塚KC 藤の木SC FCアムゼル 本部

⑧ 14:50 藤塚KC － 藤の木SC FCアムゼル 横浜ＧＳＦＣ KAZU SC 本部

⑨ 15:30 FCアムゼル － 横浜ＧＳＦＣ KAZU SC 藤塚KC 藤の木SC 本部

⑩ 16:10 KAZU SC － 藤塚KC 藤の木SC FCアムゼル 横浜ＧＳＦＣ 本部

会場設営（7:30集合)：①②試合チーム，　後片付け：⑨⑩試合チーム 15-5-15

対　　　　戦

会場設営（7:30集合)：①②試合チーム，　後片付け：⑨⑩試合チーム 15-5-15

対　　　　戦

予選リーグ戦　　２日目：８月１９日（日）　

①～⑤ＹＫＦＣ、⑥～⑩藤の木SC

第２４回　ヨコハマ　メトロポリタンカップ　少年サッカー大会
Ｕ－１０の部（Ａ・Ｂブロック）　試合日程

会場：１日目・２日目　平戸永谷川遊水地広場

予選リーグ戦　　1日目：８月１８日（土）

①～⑤藤の木SC、⑥～⑩ＹＫＦＣ
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