
開催日：2018/9/8(土) 雨天時9/9(日)

会 場：小田原市立豊川小学校

主 催：千代豊川スポーツクラブ



千代豊川スポーツクラブ 

第 11 回 千代豊川フレンドワン 開催要項 

 

１．主 旨 この大会は、参加チームとの交流を通して、少年サッカーの発展・相互の 

 親睦を計り、子供達の健全育成と技術向上を目的とする。 

   
２．主 催 千代豊川スポーツクラブ  

   
３．期 日 平成 30 年 9 月 8 日（土） 雨天時 9/9（日） 

  
４．会 場 小田原市立豊川小学校グランド  

  
５．参加チーム 4 年生主体のチーム 6 チーム  

  
６．参加費用    

 
７，０００円   

  
７．競技方法 予選リーグ(3 チームごと 2 ブロックのリーグ戦) 15 分-5 分-15 分 

 順位決定戦(同点の場合、3 名による PK 戦) 15 分-5 分-15 分 

 ※天候によって、前後半の途中で 3 分程度の給水タイムを設ける。 

８．競技規則 

 

① 8 人制で実施する。試合球は、４号球ボールを使用。  

（各チームご用意下さい。） 

 
② 予選リーグでの順位決定は勝点（勝-３点、分-１点、負-０点）、 

※得失点差、総得点、当該チーム対戦成績、抽選の順で決める。 

 
③ ユニホームは異色の物を 2 着用意する。 

(背番号は、通し番号でなくても可) 

 ④ メンバー表・交代用紙の提出は、不要とする。 

 

⑤ 選手交代の交代人数は無制限とし、決められたエリアからの自由な交代とす

る。再出場可。 

但しＧＫはアウトオブプレー中に主審の許可を得ての交代に限る。 

 ⑥ 用具チェックは、試合開始前に各コートで行う。 

 ⑦ 審判は主審、副審2名の3人制で実施する。 

 ⑧ その他、2017/18 年 FIFA 競技規則に準ずる。  

９．表 彰 優勝 優勝トロフィー、賞状、メダル （8 名分） 

 準優勝 トロフィー、賞状、メダル （8 名分） 

 第３位 トロフィー、賞状、メダル （8 名分） 

 敢闘賞 賞状  

 個人賞 最優秀選手賞  1 名 優秀選手賞  5 名 

 参加選手全てに参加賞を授与する。 

 
 

  
１０．その他 ・各チームは審判員を帯同し、審判服上下着用のうえ、別紙の審判割当てに従い、 

 ご協力をお願いします。 

 ・大会中の事故については、応急手当をしますが、処置は各チームの 

 責任者に一任します。なお選手はスポーツ安全保険に加入していること。 

 ・施設の使用には十分注意してください。 

 ・駐車台数は各チーム 4 台までとします。 

 ・ゴミは各チームで責任を持って持ち帰って下さい。 

  
１１．大会責任者 千代豊川スポーツクラブ 代表    岡村 智明  

  TEL・FAX  0465-42-5658  携帯 090-3108-2993 

  メールアドレス tkra.o7810@docomo.ne.jp 

１２．大会事務局 千代豊川スポーツクラブ 事務局   中島 彦三 

（運営連絡先）  dxjny471@gmail.com  携帯 090-6037-3041 

１３．大会運営 千代豊川スポーツクラブ スタッフ/保護者  

 



★予選リーグ戦

Ａブロック 明治フリーバーズSSS 崇善FC 富水SC 勝 分 負 勝点 得失点 総得点 順位

明治フリーバーズSSS

崇善FC

富水SC

Bブロック 座間SC SKJ-FC 千代豊川SC 勝 分 負 勝点 得失点 総得点 順位

座間SC

SKJ-FC

千代豊川SC

予選リーグ タイムテーブル及審判割当て表 15(分)-5(分)-15(分)

第１試合 崇善FC -

第２試合 千代豊川SC -

第３試合 富水SC -

第４試合 SKJ-FC -

第５試合 明治フリーバーズSSS -

第６試合 座間SC -

☆引き分けの場合、対戦表の左のチームを主審とする。

★各パート別順位決定戦

順位別決定戦 タイムテーブル及審判割当て表 15(分)-5(分)-15(分)

【順位別決定戦】

第７試合 A３位： -

第８試合 A２位： -

第９試合 A１位： -

第11回 千代豊川フレンドワン大会　対戦表

 時間 対   戦 主審 副審（２名）

０９：００ ～０９：３５ 富水SC 千代豊川 千代豊川

   ９：４０ ～１０：１５ SKJ-FC 第１試合勝 第１試合負

１０：２０ ～１０：５５ 明治フリーバーズSSS 第２試合勝 第２試合負

１１：００ ～１１：３５ 座間SC 第３試合勝 第３試合負

１１：４０ ～１２：１５ 崇善FC 第４試合勝 第４試合負

１２：２０ ～１２：５５ 千代豊川SC 第５試合勝 第５試合負

 時間 対   戦 主審 副審（２名）

３位

１３：１５ ～１３：５０ B３位： Aブロック１位 Bブロック１位

Bブロック３位

１３：５５ ～１４：３０ B２位： 第７試合勝 第７試合負

１４：３５ ～１５：１０ B１位： 第８試合勝 第８試合負

４位

６位

Bブロック１位

Aブロック２位

Bブロック２位

Aブロック３位

【２位パート】

【３位パート】

５位

優勝

【１位パート】

準優勝

Aブロック１位



第11回フレンドワン大会 参加チーム一覧
チーム名 所在地

明治フリーバーズSSS 藤沢市

座間SC 座間市

千代豊川SC 小田原市

崇善FC 平塚市

SKJ-FC 小田原市

富水SC 小田原市



豊川小学校　会場案内図

※豊川小学校 校内への駐車はご遠慮ください。

小田原市立豊川小学校

住所：〒250-0862

小田原市成田530-1


