
予選リーグ　期日：平成３０年２月１１日（日） １２日（祝）

　　　　　　場所：川崎市立南大師中学校

　

順位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ　期日：平成３０年３月４日(日)

　場所：上位 川崎市立南大師中学校　下位 川崎市立四谷小学校

主催：四谷フットボールクラブ

協賛：㈱川伸商会　サッカーキング



趣旨 ： ６年生の卒業を祝すと共に、サッカーを通じて少年の心身の健全な

育成を目指し、また地域交流を深める。

主催 ： 四谷フットボールクラブ

協賛 ： ㈱川伸商会・サッカーキング

協力 ： 川崎市立南大師中学校サッカー部

大会期日 ： 平成３０年２月１１日（日）１２日（祝）  予選リーグ　

： 平成３０年３月４日（日）　　　　　順位トーナメント

会場 ： 予選リーグ　　　　川崎市立南大師中学校

： 順位トーナメント　上位：川崎市立南大師中学校　下位：川崎市立四谷小学校

参加チーム ： 小学校６年生　１２チーム

参加資格 ： 現小学校６年生以下で構成されているチームであること。

スポーツ保険（準ずるもの）に加入していること。

参加費 ： ８,０００円

競技方法・規則 ： ①予選リーグ、順位トーナメントともに８人制方式とする。

②競技時間は３０分（１５―５―１５）とする。

③順位は勝ち点方式とする。　勝ち点（ 勝ち３  引き分け１  負け０ ）

勝ち点が同じ場合得失点差、総得点の順とする。

④予選リーグは参加 １２ チームを４ブロックに分けます。

決勝トーナメントは　上位トーナメント、下位トーナメントとする。

⑤各ブロックの１位は上位トーナメントに進むこととする。

⑥各ブロックの２位、３位は順位決定戦を行い、勝利チームは上位トーナメントへ

敗戦チームは下位トーメントへ進むこととする。

⑦決勝のみ同点の場合、延長５分ハーフとする。勝敗が決しない場合は、ＰＫ５名とする。

各トーナメント戦の勝敗が決しない場合は、ＰＫ３名とする。

⑧試合球は４号縫いボールを使用する。

⑨フレンドリーについては参加者全員が出場できるようにする。

※大会規則については、上記の事項を除き「日本サッカー協会」の規則に準ずる。

※試合開始１０分前には、必ず大会本部前に集合をお願いします。

※事前にメンバー表を提出する事。　※四谷小はスパイクは使用禁止です。

【四谷カップ２０１８】

　大　　　会　　　要　　　項

６年生大会



登録人数と交替 ： 登録人数は、各チーム自由とする。また選手交替の回数は制限しない。

また、『自由な交替』を行うことが出来る。正・副のユニフォームを用意。

審判 ： 各チームは、審判の割り当てにご協力ください。（審判服を上下着用すること）

都合がつかない場合は本部まで申し出てください。

表彰 ： 上位トーナメント：優勝・準優勝（ﾄﾛﾌｨｰ、賞状、ﾒﾀﾞﾙ）　３，４位（ﾄﾛﾌｨｰ、賞状）

下位トーナメント：優勝・準優勝（ﾄﾛﾌｨｰ、賞状）

※最優秀選手賞を１名、優秀選手賞を各チーム１名。

留意事項 ： 大会中ケガ等の事故が生じた場合、応急処置は行いますが、その後の処置は

チームに一任いたします。

車での来場に際して、駐車場はありますが予選は各チーム３台、順位トーナメントは

２台まででお願いします。あとは、お近くの有料駐車場をご利用ください。

※開門は、南大師中学校、四谷小ともに７：３０となります。

駐車場での事故については一切責任は負いかねますので十分ご注意願います。

駐車場は、すべて四谷小学校となります。南大師中学校には止められません。

周辺への路上駐車はご遠慮ください。

学校は全面喫煙禁止です。また、正門前付近での喫煙もご遠慮ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

四谷小学校に駐車する際は、産業道路側よりお願いいたします。

その他 ： 雨天中止の場合は、ＡＭ６：００より下記にご確認願います。

連絡先 ： 大会に関する連絡先：四谷ＦＣ代表　　　村上　久

川崎市川崎区四谷上町１１－１６－１

TEL･FAX：０４４-２９９-４３２９

携   帯：０９０-２５５２-５８５７



第1回四谷カップ チーム名 第4回四谷カップ チーム名

優　勝
ＭＴＣ美松学園　　　　　　

　　　　　（東京都足立区）
優　勝

清和イレブンサッカークラブ

　　　　（東京都葛飾区）

準優勝

たちばなキッカーズ　　　　

　　　　　　　（神奈川県横

浜市）

準優勝
砂町サッカークラブ　　　　

　　　　　（東京都江東区）

3　位
砂町サッカークラブ　　　　

　　　　　（東京都江東区）
3　位

高柳フットボールクラブ　　

　　　　　（千葉県木更津市

）

4　位

フットボール野庭　　　　　

　　　　　　　（神奈川県横

浜市）

4　位
四谷フットボールクラブ　　

　　　（神奈川県川崎市）

第2回四谷カップ チーム名 第5回四谷カップ チーム名

優　勝
清和イレブンサッカークラブ

　　　　（東京都葛飾区）
優　勝

砂町サッカークラブ　　　　

　　　　　（東京都江東区）

準優勝

フッチサッカークラブ　　　

　　　　　　　　（千葉県市

川市）

準優勝

NPO 

Y.S.C.C　　　　　　　　　　

　（神奈川県横浜市）

3　位

笹山フットボールクラブ　　

　　　　　　（神奈川県横浜

市）

3　位

新浜フットボールクラブ　　

　　　　　　（千葉県市川市

）

4　位

川中島サッカークラブ　　　

　　　　　　（神奈川県川崎

市）

4　位

原フットボールクラブ　　　

　　　　　　　　（神奈川県

横浜市）

第3回四谷カップ チーム名 第6回四谷カップ チーム名

優　勝
砂町サッカークラブ　　　　

　　　　　（東京都江東区）
優　勝

NPO 

Y.S.C.C　　　　　　　　　　

　（神奈川県横浜市）

準優勝

新浜フットボールクラブ　　

　　　　　　（千葉県市川市

）

準優勝
仲六キッズフットボールクラ

ブ（東京都大田区）

3　位
ＫＳＣウェルネスフットボー

ルクラブ（東京都葛飾区）
3　位

東門前ファイターズ　　　（

川崎市川崎区）

4　位

フットボールクラブ鷹　　　

　　　　　　　（神奈川県川

崎市）

4　位
原フットボールクラブ　　　

（横浜市瀬谷区）
砂町サッカークラブ（東京都江東区）　　　　　　　　　　　

　　四谷フットボールクラブ（川崎市川崎区）

前回までの大会記録

仲六キッズフットボールクラブ（東京都大田区）　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　新浜フットボールクラ

ブ（千葉県市川市）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　TOPSIDEアウルフットボールク

ラブ（千葉県木更津市）　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　東門前ファイターズ（神奈川県川崎市）

川中島サッカークラブ（神奈川県川崎市）　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　フットボールクラブ春

江（東京都江戸川区）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　大島シェルズサッカークラブ（神

奈川県川崎市）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　鶴見東フットボールクラブ（神奈川県横浜市）　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＣ八千代台キッカー

ズ（千葉県八千代市）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　東調布第一フットボールクラブ（東

京都大田区）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　清和イレブンサッカークラブ（東京都葛飾区）　

習志野台ＦＣスポーツ少年団（千葉県船橋市）　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福田フットボールク

ラブジュニア（神奈川県大和市）　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　城東フェニックス（東京都江東区）　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

フットボールクラブゼブラ（神奈川県横浜市）　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フットボールクラブ

春江（東京都江戸川区）　　　　　　　　　　　　　　　　　

フットボールクラブ中原（神奈川県川崎市）　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上星川サ

ッカー同好会（神奈川県横浜市）　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　イースト・ジュニアフットボールク

ラブ（千葉県浦安市）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　新浜フットボールクラブ（千葉県市川市）　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川中

島サッカークラブ（神奈川県川崎市）　　　　　　　　　　　

四谷フットボールクラブ（神奈川県川崎市）　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　TOPSIDEアウルフットボールクラブ（

千葉県木更津市）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　東門前ファイターズ（神奈川県川崎市）　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　仲六キッズフットボール

クラブ（東京都大田区）



第7回四谷カップ チーム名 第10回四谷カップ チーム名

優　勝
清和イレブンサッカークラブ

　　　　（東京都葛飾区）
優　勝

清和イレブンサッカークラブ

　　　　（東京都葛飾区）

準優勝

NPO 

Y.S.C.C　　　　　　　　　　

　（神奈川県横浜市）

準優勝

四谷フットボールクラブ（Ｂ）　

　　　　　　　（川崎市川崎

区）

3　位
四谷フットボールクラブ　　

　　　（川崎市川崎区）
3　位

Tips　　　　　　　　　　　

　（横浜市泉区）

4　位
東門前ファイターズ　　　（

川崎市川崎区）
4　位

畑沢フットボールクラブ　　

　（千葉県木更津市）

第8回四谷カップ チーム名 第11回四谷カップ チーム名

優　勝
横浜かもめスポーツクラブ　

　(横浜市神奈川区）
優　勝

新浜フットボールクラブ　　

　　　　　　（千葉県市川市

）

準優勝
四谷フットボールクラブ　　

　　　（川崎市川崎区）
準優勝

大門フットボールクラブ　　

（横浜市瀬谷区）

3　位
清和イレブンサッカークラブ

　　　　（東京都葛飾区）
3　位

四谷フットボールクラブ　　

　　　（川崎市川崎区）

4　位
大門フットボールクラブ　　

（横浜市瀬谷区）
4　位

Tips　　　　　　　　　　　

　（横浜市泉区）

第9回四谷カップ チーム名 第12回四谷カップ チーム名

優　勝
東門前ファイターズ　　　　

　(川崎市川崎区）
優　勝

フットボールクラブカルパ　

　　　　　　　（横浜市緑区

）

準優勝
Tips　　　　　　　　　　　

　（横浜市泉区）
準優勝

NPO 

Y.S.C.C　　　　　　　　　　

　（横浜市中区）

3　位
四谷フットボールクラブ　　

　　　（川崎市川崎区）
3　位

四谷フットボールクラブ　　

　　　（川崎市川崎区）

4　位
NPO横浜かもめスポーツクラブ

　（横浜市神奈川区）
4　位

ＮＰＯ　ＡＣラゾーレ　　　

　　(川崎市幸区）

第13回四谷カップ チーム名

フットボールクラブ春江（東京都江戸川区）

中央レッドスターズ（東京都江戸川区）

NPO.Y.S.C.C（横浜市中区）

大門フットボールクラブ（横浜市瀬谷区）

東門前ファイターズ（川崎市川崎区）　　　　　　　　　　　

砂町サッカークラブ（東京都江東区）　　　　　　　　　　　

　Ｔｉｐｓ（横浜市泉区）　　　　　　　　　　　　　　　　

大門フットボールクラブ（横浜市瀬谷区）　　　　　　　　　

　　　清和イレブンサッカークラブ（東京都葛飾区）　　　　

　　　　　　新浜フットボールクラブ（千葉県市川市）　　　

　　　　　東小倉サッカークラブ（川崎市幸区）　　　　　　

　　　　　　　　さちが丘フットボールクラブ（横浜市旭区）

東門前ファイターズ（川崎市川崎区）　　　　　　　　　　　

高柳フットボールクラブ（千葉県木更津市）

東門前ファイターズ（川崎市川崎区）　　　　　　　　　　　

フットボールクラブカルパ（横浜市緑区）　　　　　　　　清

和イレブンサッカークラブ（東京都葛飾区）　　　　　　　万

騎が原フットボールクラブ（横浜市旭区）　　　　　　　砂町

サッカークラブ（東京都江東区）　　　　　　　　　　開桜フ

ットボールクラブ（東京都大田区）　　　　　　　　ＡＣラゾ

ーレ（川崎市幸区）　　　　　　　　　　　　　　南行徳フッ

トボールクラブ（千葉県千葉市）

高柳フットボールクラブ（千葉県木更津市）　　　　　　　　

　　　　　砂町サッカークラブ（東京都江東区）　　　　　　

　　　　　　横浜カモメスポーツクラブ（横浜市神奈川区）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万騎が

原フットボールクラブ（横浜市旭区）　　　　　　　KAZU 

サッカークラブ（横浜市鶴見区）　　　　　　　　　　大門フ

ットボールクラブ（横浜市瀬谷区）　　　　　　　　　東門前

ファイターズ（川崎市川崎区）　　　　　　　　　　四谷フッ

高柳フットボールクラブ（千葉県木更津市）　　　　　　　　

　　　　　君津ジュニアフットボールクラブ（千葉県君津市）

　　　　　　大門フットボールクラブ（横浜市瀬谷区）　　　

　　　　　　　　　　　　　　仲六キッズフットボールクラブ

（東京都大田区）



優　勝

フットボールクラブカルパ　

　　　　　　　（横浜市緑区

）

準優勝

KAZU SOCCER 

CLUB　　　　　　(横浜市鶴

見区)

3　位
砂町サッカークラブ　　　　

（東京都江東区）

4　位
新浜フットボールクラブ　　

　　(千葉県市川市）
清和イレブンサッカークラブ（東京都葛飾区）  

Ｔｉｐｓ（横浜市泉区） 

大門フットボールクラブ（横浜市瀬谷区） 

さちが丘フットボールクラブ（横浜市旭区）

NPO ACラゾーレ（川崎市幸区）

東小倉サッカークラブ（川崎市幸区）

東門前ファイターズ（川崎市川崎区）

四谷フットボールクラブ（川崎市川崎区）



参加チーム一覧表

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

チ　　ー　　ム　　名 所　　　在　　　地

T　i　p　s 横浜市泉区

清和イレブンサッカークラブ 東京都葛飾区

横浜かもめスポーツクラブ 横浜市神奈川区

フットボールクラブカルパ 横浜市緑区

東門前ファイターズ 川崎市川崎区

万騎が原フットボールクラブ 横浜市旭区

砂町サッカークラブ 東京都江東区

大門フットボールクラブ 横浜市瀬谷区

四谷フットボールクラブ 川崎市川崎区

新浜フットボールクラブ 千葉県市川市

KAZU  SOCCER  CLUB 横浜市鶴見区

NPO　AC　ラゾーレ 川崎市幸区



平成３０年２月１１日（日）

＜Ａブロック＞ 南大師中学校

負 分

負 分

ACラゾーレ

KAZUSC

フレンドリー

Ａ１位 Ｂ１位

ｖｓ

Tips

東門前 カルパ カルパ

FCカルパ

KAZUSC ラゾーレ Tips

KAZU

砂町

14:50

Ａブロック３位

フレンドリー 四谷

四谷

東門前F

10 14:55 ～ 15:30

9 14:15 ～

＜Ｂブロック＞

☆順位決定及びフレンドリー　※７～１0は順番が変更になることがあります。

1 8:45 Tips

FCカルパ

ACラゾーレ

砂町SC

試合時間 対戦カード
審　　　　判

主審 副　　審 ４審

ｖｓ

～ 9:20 ｖｓ KAZU 東門前ACラゾーレ

砂町SC

東門前

2 9:25 ～ 10:00 ｖｓ

3 10:05 ～ 10:40

Ｂブロック２位

12:00 ｖｓ

カルパ

4 10:45 ～ 11:20 ｖｓ

KAZU

砂町SC

砂町

Tips

～ 13:25

8 13:30 ～ 14:05 ｖｓ B３位 Ａ２位 Ａ２位 Ｂ３位

ラゾーレ

ラゾーレ

砂町

Ｂ１位

カルパ

Ａ１位Ｂブロック３位

ラゾーレ6 12:05 ～ 12:40

12:507

東門前F

5 11:25 ～

ｖｓ

FCカルパ

Ａブロック2位

Tips

KAZU東門前

砂町

Tips

KAZUSC

東門前F

チーム名 勝 得点 失点 得失点差

チーム名 得点 失点 得失点差

Tips

勝点 順位

順位勝点勝砂町SC Tips ACラゾーレ

FCカルパ KAZUSC 東門前F

予選リーグタイムスケジュール



平成３０年２月１２日（祝）

＜Ｃブロック＞ 南大師中学校

負 分

負 分

四谷FC

横浜かもめSC

新浜FC

ｖｓ新浜FC

ｖｓ

ｖｓ

ｖｓ

清和SC

万騎が原FC

ｖｓ

～

四谷

横浜かもめSC

万騎が原FC

大門FC ｖｓ

Ｄ３位

Ｊ 14:55 ～ 15:30 フレンドリー

Ｃ２位

四谷

Ｈ

Ｉ 14:15 ～ 14:50 フレンドリー

Ｄブロック2位14:05 ｖｓ13:30

Ｄブロック3位 Ｃ１位 Ｄ１位

Ｄ３位 Ｃ２位

Ｄ１位

Ｃブロック3位

Ｃ１位

大門 かもめ

☆順位決定及びフレンドリー　※Ｇ～Ｊは順番が変更になることがあります。

12:50

かもめ 大門

～ 13:25 ｖｓ

Ｆ 12:05 ～ 12:40

Ｇ

四谷FC

Ｃブロック2位

Ｅ 11:25 ～ 12:00

かもめ 清和Ｄ 10:45 ～ 11:20 清和 かもめ

新浜 万騎が原 万騎が原 新浜

Ｃ 10:05 ～ 10:40

清和 大門Ｂ 9:25 ～ 10:00 大門 清和

万騎が原 四谷 四谷 万騎が原

Ａ 8:45 ～ 9:20 清和SC

副　　審

大門FC 四谷 新浜 新浜 四谷

試合時間 対戦カード
審　　　　判

主審 ４審

四谷FC

万騎が原FC

勝点 順位

新浜FC

＜Ｄブロック＞

チーム名 勝 得点 失点 得失点差

大門FC

横浜かもめSC

得失点差 勝点 順位清和SC

清和SC

大門FC横浜かもめSC

新浜FC 万騎が原FC 四谷FC

チーム名 勝 得点 失点

予選リーグタイムスケジュール





上位トーナメントタイムスケジュール
平成３０年３月４日（日）

上位トーナメント（８人制）会場/川崎市立南大師中学校

主審 ４審

イ ｖｓ Ｃ1 ７勝 ７勝 Ｃ1

ロ ｖｓ イ勝 イ負 イ負 イ勝

ハ ｖｓ ロ勝 ロ負 ロ負 ロ勝

ニ ｖｓ ハ勝 ハ負 ハ負 ハ勝

ｖｓ 四谷

ホ ｖｓ ニ勝 ニ負 ニ負 ニ勝

ヘ ｖｓ ホ勝 ホ負 ホ負 ホ勝

ｖｓ 四谷

リ ｖｓ へ勝 へ負 へ負 へ勝

ヌ ｖｓ 本部 本部 本部 本部

閉会式

※決勝のみ２０分ハーフ

☆１５：３０～閉会式を行いますので、南大師中学校にてお待ち下さい。

ヌ

ホ リ ヘ

イ ロ ハ ニ

ト チ

試合時間 対戦カード
審判

副審

ニ勝

南大師中 フレンドリー

Ａ１位 Ｇの勝ち

Ｃ１位 ７の勝ち

Ｂ１位 Ｈの勝ち

12：25～13：00

13：10～13：30 南大師中 フレンドリー

１５分ハーフ決勝のみ２０分ハーフ

Ｄ１位 ８の勝ち

イ勝 ロ勝

ハ勝

8：30～9：05

9：10～9：45

9：50～10：25

10：30～11：05

11：45～12：20

11：15～11：35

15：30～

13：40～14：15

14：25～15：10 ホ勝 ヘ勝

ホ負 ヘ負

優勝

Ａ１

位

Gの

勝ち

Ｃ1

位

7の

勝ち
Ｂ1

位

Hの

勝ち
Ｄ1

位
8の

勝ち

※ト・チ５位～８位決定戦は四谷小で行います
８人制です。（スパイク使用禁止です。）



下位トーナメントタイムスケジュール
平成３０年３月４日（日）

下位トーナメント（８人制）　会場/川崎市立四谷小学校

主審 ４審

い ｖｓ 8負 Ｈ負 Ｈ負 8負

ろ ｖｓ い勝 い負 い負 い勝

本部

本部

ト ｖｓ ろ勝 ろ負 ろ負 ろ勝

チ ｖｓ ト勝 ト負 ト負 ト勝

は ｖｓ チ勝 チ負 チ負 チ勝

に ｖｓ は勝 は負 は負 は勝

☆終了後閉会式の為、南大師中学校へ移動お願いします。

審判

試合時間 対戦カード 副審

10：50～11：05

Ｇ負７負

フレンドリー

10：10～10：45 ８負

に

い ろ

は

9：30～10：05

Ｈ負

イ負

ハ負 ニ負

ロ負

上位トーナメンﾄ５位～８位決定戦

下位トーナメント順位決定戦

13：40～14：15 い勝 ろ勝

11：10～11：25

13：00～13：35 い負

11：35～12：10

12：15～12：50

ろ負

フレンドリー

優勝

７の負 Ｇの

負

８の負 Ｈの

負




