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第32回KFC杯争奪
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≪試合開始時間≫

6年生　９：００～　５年生　９：３０～　試合を開始いたします。
開会式は行いませんので、試合時間（審判割当確認して）に合わせて来てください。
各試合の審判割当をさせてもらいましたので、ご協力をお願いします。
大会参加費６，０００円　（振込み、未払いチームについては当日）

≪閉会式、表彰≫
二日目最終日に３位入賞チームにて行う。
表彰　　　　　優　 勝：カップ（持ち回り）・メダル・賞状

準優勝：カップ（持ち回り）・メダル・賞状
３　  位：賞状

≪競技規則≫
（１）11人制サッカーとする

（２）試合方法は第１日目は予選リーグとし　勝利　３点　引分け　１点　負け　０点
尚、勝点が同一の場合は得失点、総得点、直接対決の勝敗の順で順位を決定する。
それでも、同一の場合PK戦にて決定する。

（３）試合時間は、予選リーグ１５分－５分－１５分とする。
　　　　　　決勝トーナメントは２０分－５分－２０分とする。　　決勝トーナメントは２０分－５分－２０分とする

（４）選手交代人数は、自由とし同一試合の再出場は可能。

（５）審判は審判割り当て表のチームで行い、主審、副審は両チームの
話し合いの上決めてください。

（６）その他のルールについては、日本サッカー協会競技規則に準ずる。

≪駐車場、送迎について≫
・各駐車場地図は別添資料をご確認下さい。
・駐車の際は駐車場入り口にて駐車標を手渡しします、フロント部分に掲示して下さい。
・１チームエントリーに対し５台まで駐車といたします。
・指定駐車場以外の場所（体育館脇、路上、周辺商業施設、大会と関係のない公共施設等駐車場）
　には決して駐車しないでください。
・駐車違反があった場合、判明した場合はその時点から以降の大会への参加をお断りいたします。

大会実施要項



第32回KFC杯参加チーム　コーチの皆様へ

KFC杯の進行をスムーズに行う為にご協力をお願いします。

①　大会本部及び運営委員の指示に従ってください。

②　自チーム試合前の待機について

　　スケジュール上、試合と試合の間隔は５分しかありません。

　　その５分もロスタイムなしで進行した場合のホイッスルベースです。

　　その為、次の点を厳守願います。

　・自チーム試合前の試合のハーフタイムになりましたら、対戦コートそばに待機してください。

　　（萱田グランドはコートの体育館側通路付近、浅間下グランドは浅間下本部付近です。

　　　大会運営委員の指示に従ってください。）

　・この時、コーチは必ず自チーム試合後の審判の準備もしてきて下さい。（トイレ含む）

　　対戦後に準備する時間的余裕がありませんんのでよろしくお願いします。

　・コートそばに来たら運営委員に選手全員の用具チェックを受けてください。

　・コーチは自チーム試合前の待機中に対戦相手のコーチと次試合の審判打ち合わせを

　　済ませておいて下さい。

　　　以上のことを自チーム試合前の試合終了までに必ず済ませて、コートそばで待機し、

　　　前の試合が終わりましたら速やかにベンチに移動し試合に入ってください。

③　自チームの試合が終了したら速やかにベンチを空けて下さい。

　　また、審判担当コーチは速やかに次試合を進めてください。

④　審判を担当する方へ

　・繰返しになりますが、自チームの試合前（前試合の後半）に審判の準備と

　　審判打ち合わせをしておいて下さい。

　・用具チェックは大会運営委員が待機中に済ませておりますので

　　あらためて行う必要はありません。

　・スケジュール上試合の間隔は５分間しかとっておりません。

　　ロスタイムや選手の入場等を考えると、実質的に前の試合が終了したら

　　直ぐに次の試合に入るような感じになると思います。

以上、大会の円滑な運営の為、ご協力いただきますようお願いいたします。

KFC杯大会本部　
KFC杯運営委員会



チーム名 代表者 所在地
1 勝田台FC 麻生　真木夫 千葉県八千代市
2 FC高津 吉田　尚訓 千葉県八千代市
3 FC八千代台キッカーズ 佐々木　三幸 千葉県八千代市
4 大和田FC 幸良　有浩 千葉県八千代市
5 エスフェローザ八千代 鈴木　潤也 千葉県八千代市
6 ソレイユ明青 梅田　修弘 千葉県八千代市
7 エストゥーロ八千代 山崎　宗助 千葉県八千代市
8 チームスポルトやちよ 佐々木　勝 千葉県八千代市
9 村上SC 愛宕　弘幸 千葉県八千代市

10 よなもとＳＣ 小笠原　広毅 千葉県八千代市
11 ＦＣ佐倉 高宮　弘 千葉県佐倉市
12 白銀T-REX 松下　寛 千葉県佐倉市
13 中志津SC 太田　博子 千葉県佐倉市
14 三里塚ＦＣ 足立　良次 千葉県成田市
15 成田SSS 加藤　義昭 千葉県成田市
16 大森ＳＣ 神崎　光男 千葉県千葉市
17 ポカルスFC 伊藤　恵造 千葉県千葉市
18 宮野木SC 渡辺　純男 千葉県千葉市
19 高根東SSS 五十石　茂 千葉県船橋市
20 夏見FC 柏原　和治 千葉県船橋市
21 北習志野FC 松居　俊夫 千葉県船橋市
22 日吉台SC 志村　保行 千葉県富里市
23 中国分ﾘﾄﾙｳｲﾝｸﾞｽＦＣ 小林　栄治 千葉県市川市
24 矢切SC 黒川　久雄 千葉県松戸市
25 大久保東FC 小林　陽光 千葉県習志野市
26 市原ユナイテッドFC 岡野　大吉 千葉県市原市
27 大沢FC 吉川　知成 埼玉県越谷市

※ゴミ等は、各自持ち帰ってください。
※怪我については、応急処置は致しますが、その後は保護者の責任で処置してください。

≪八千代市総合運動公園多目的広場（萱田グランド）、八千代総合グランド案内図≫

出場チーム、代表者
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一日目予選リーグ　５年生 １５分-５分-１５分 注：予選CDコートは（八千代総合グランド）
注：C－１はCコート第１試合(試合時間は審判割当表参照）

1月28日

Ｉ　ブロック

北習志野FC 中志津SC ＦＣ高津

北習志野FC Ｃ－１ Ｃ－３
中志津SC Ｃ－５
ＦＣ高津

Ｊ　ブロック

大和田FC 日吉台SC 白金T-REX

大和田FC Ｃ－２ Ｃ－４
日吉台SC Ｃ－６
白金T-REX

Ｋ　ブロック

市原ユナイテッドFC 夏見FC エスフェローザ八千代

市原ユナイテッドFC Ｃ－７ Ｃ－９
夏見FC Ｃ－１１
エスフェローザ八千代

Ｌ　ブロック

ポカルスFC 高根東SSS 成田SSS

ポカルスFC Ｄ－１ Ｄ－３
高根東SSS Ｄ－５
成田SSS

Ｍ　ブロック

村上SC 大森SC 矢切SC

村上SC Ｄ－２ Ｄ－４
大森SC Ｄ－６
矢切SC

Ｎ　ブロック

大沢北FC よなもとSC FC八千代台キッカーズ

大沢北FC Ｄ－７ Ｄ－９
よなもとSC Ｄ－１１
FC八千代台キッカーズ

Ｏ　ブロック

FC佐倉 宮野木FC 勝田台ＦＣ

FC佐倉 Ｄ－８ Ｄ－１０
宮野木FC Ｄ－１２
勝田台ＦＣ

※各ブロック１位チーム、翌日決勝トーナメントへ。
※勝ち点、点差、総得点、直接対決の勝敗、の順に判断、同率の場合別途ＰＫ戦にて決定

※各ブロック２位チームのなかで戦績上位１チーム、翌日決勝トーナメントへ。
※勝ち点、点差、総得点、直接対決の勝敗、の順に判断、同率の場合別途抽選にて決定

会場：八千代総合グランド　Ｄコート

会場：八千代総合グランド　Ｄコート

会場：八千代総合グランド　Ｄコート

会場：八千代総合グランド　Ｃコート

会場：八千代総合グランド　Ｃコート

会場：八千代総合グランド　Ｃコート

会場：八千代総合グランド　Ｄコート
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1月28日 試合時間審判割当表 
５年生　八千代総合グランド　　審判割り当ての協力お願いいたします

対戦相手 審判チーム 対戦相手 審判チーム
北習志野ＦＣ 勝田台ＦＣ ポカルスFC 勝田台ＦＣ

中志津SC 大和田FC 高根東SSS 村上SC

大和田FC 北習志野ＦＣ 村上SC ポカルスFC

日吉台SC 中志津SC 大森SC 高根東SSS

北習志野ＦＣ 大和田FC ポカルスFC 村上SC

ＦＣ高津 日吉台SC 成田SSS 大森SC

大和田FC 北習志野ＦＣ 村上SC ポカルスFC

白金T-REX ＦＣ高津 矢切SC 成田SSS

ＦＣ高津 大和田FC 成田SSS 村上SC

中志津SC 白金T-REX 高根東SSS 矢切SC

日吉台SC ＦＣ高津 矢切SC 成田SSS

白金T-REX 中志津SC 大森SC 高根東SSS

市原ユナイテッド 日吉台SC 大沢北FC 矢切SC

夏見FC 白金T-REX よなもとSC 大森SC

FC佐倉 大沢北FC

宮野木FC よなもとSC

市原ユナイテッド 勝田台ＦＣ 大沢北FC FC佐倉

エスフェローザ 夏見FC キッカーズ 宮野木FC

宮野木FC 大沢北FC

勝田台ＦＣ キッカーズ

夏見FC 勝田台ＦＣ キッカーズ 宮野木FC

エスフェローザ 市原ユナイテッド よなもとSC 勝田台ＦＣ

勝田台ＦＣ キッカーズ

FC佐倉 よなもとSC

審判割当の協力お願いいたします。
必ず確認ください。

１６：５０～１７：２５

試合時間

０９：３０～１０：０５

１０：１０～１０：４５

１０：５０～１１：２５

１１：３０～１２：０５

１２：１０～１２：４５

１２：５０～１３：２５

１３：３０～１４：０５

Ｄ－５

Ｄ－１２

5年生（Eコート）
試合Ｎｏ．

Ｄ－１

Ｄ－２

Ｄ－３

Ｄ－４

Ｄ－６

Ｄ－７

Ｃ－１

１１：３０～１２：０５

１２：１０～１２：４５

１６：５０～１７：２５

Ｃ－４

Ｃ－５

１２：５０～１３：２５ Ｃ－６

１３：３０～１４：０５ Ｃ－７

5年生（Ｄコート）

Ｃ－１２

試合Ｎｏ．

Ｃ－２

Ｃ－３

試合時間

１０：１０～１０：４５

１０：５０～１１：２５

０９：３０～１０：０５

１４：１０～１４：４５ Ｃ－８ Ｄ－８ １４：１０～１４：４５

１４：５０～１５：２５ Ｃ－９ Ｄ－９ １４：５０～１５：２５

１５：３０～１６：０５ Ｃ－１０ Ｄ－１０ １５：３０～１６：０５

１６：１０～１６：４５ Ｃ－１１ Ｄ－１１ １６：１０～１６：４５



二日目決勝トーナメント　５年生 ２０分－５分－２０分

各ブロック１位チームにより決定。
 （※勝ち点、点差、総得点、直接対決の勝敗、の順に判断、同率の場合別途ＰＫ戦にて決定）

C-1

C-4 C-3

D-1

C-６ C－5
（三位決定戦）

C-2

D-4 D-3

D-2

二日目

試合時間 Cコート 審判チーム Dコート 審判チーム 試合時間
①試合　0９：５０～ C-1 C-2 の両チーム D-1 D-2 の両チーム

②試合　1０：４０～ C-2 C-1 の両チーム D-2 D-1 の両チーム

③試合　1１：３０～　 C-3 C-4 の両チーム D-3 D-4 の両チーム

④試合　1２：２０～ C-4 C-3 の両チーム D-4 D-3 の両チーム

⑤試合　1３：１０～ C-5 大会本部
⑥試合　1４：００～　 C-6 大会本部

①試合　0９：５０～
②試合　1０：４０～
③試合　1１：３０～　
④試合　1２：２０～
⑤試合　1３：１０～
⑥試合　1４：００～　

全ブロック２位の上位チーム

Ｉブロック１位

Ｊブロック１位

Ｏブロック１位

※下記、審判割り当て表をご確認ください。

Ｋブロック１位

Ｌブロック１位

Ｍブロック１位

Ｎブロック１位



一日目予選リーグ　６年生 １５分-５分-１５分 注：予選ABコートは（八千代総合運動公園、萱田グランド）
注：A－１はAコート第１試合(試合時間は審判割当表参照）

2月11日
Ａ ブロック 会場：萱田グランド　Ａコート

高根東ＳＳＳ 大久保東ＦＣ 大和田FCセレソン

高根東ＳＳＳ Ａ－１ Ａ－３
大久保東ＦＣ Ａ－５
大和田FCセレソン

Ｂ ブロック 会場：萱田グランド　Ａコート

エスフェローザ八千代 ポカルスＦＣ 矢切SC-Ａ
エスフェローザ八千代 Ａ－２ Ａ－４
ポカルスＦＣ Ａ－６
矢切SC-Ａ

Ｃ ブロック 会場：萱田グランド　Ａコート

中国分リトルウィングス ＦＣ高津-A 北習志野ＦＣ

中国分リトルウィングス Ａ－７ Ａ－９
ＦＣ高津-A Ａ－１１
北習志野ＦＣ

Ｄ ブロック 会場：萱田グランド　Ａコート

成田ＳＳＳ 夏見ＦＣ ソレイユ明青

成田ＳＳＳ Ａ－８ Ａ－１０
夏見ＦＣ Ａ－１２
ソレイユ明青

Ｅ ブロック 会場：萱田グランド　Ｂコート

エストゥーロ八千代 日吉台ＳＣ 村上ＳＣ

エストゥーロ八千代 Ｂ－１ Ｂ－３
日吉台ＳＣ Ｂ－５
村上ＳＣ

F ブロック 会場：萱田グランド　Ｂコート

チームスポルトやちよ 大森ＳＣ 大沢北ＦＣ

チームスポルトやちよ Ｂ－２ Ｂ－４
大森ＳＣ Ｂ－６
大沢北ＦＣ

Ｇ ブロック 会場：萱田グランド　Ｂコート

矢切SC-B 大和田FCアズーリ ＦＣ高津-Ｂ

矢切SC-B Ｂ－７ Ｂ－９
大和田FCアズーリ Ｂ－１１
ＦＣ高津-Ｂ

Ｈ ブロック 会場：萱田グランド　Ｂコート

白銀T-REX ＦＣ八千代台キッカーズ 勝田台ＦＣ

白銀T-REX Ｂ－８ Ｂ－１０
ＦＣ八千代台キッカーズ Ｂ－１２
勝田台ＦＣ
　　  ※各ブロック１位チーム、翌日決勝トーナメントへ
　　  ※勝ち点、点差、総得点、直接対決の勝敗、の順に判断、同率の場合別途ＰＫ戦にて決定
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二日目決勝トーナメント　６年生 ２０分－５分－２０分

各ブロック１位チームにより決定。
 （※勝ち点、点差、総得点、直接対決の勝敗、の順に判断、同率の場合別途ＰＫ戦にて決定）

Ａ-1

A-4 A-3

Ｂ-1

Ａ-６ Ａ－5
（三位決定戦）

Ａ-2

B-4 B-3

Ｂ-2

二日目

試合時間 Aコート 審判チーム Ｂコート 審判チーム 試合時間
①試合　0９：５０～ A-1 A-2 の両チーム B-1 B-2 の両チーム

②試合　1０：４０～ A-2 A-1 の両チーム B-2 B-1 の両チーム

③試合　1１：３０～　 A-3 A-4 の両チーム B-3 B-4 の両チーム

④試合　1２：２０～ A-4 A-3 の両チーム B-4 B-3 の両チーム

⑤試合　1３：１０～ A-5 大会本部
⑥試合　1４：００～　 A-6 大会本部

①試合　0９：５０～
②試合　1０：４０～
③試合　1１：３０～　
④試合　1２：２０～
⑤試合　1３：１０～
⑥試合　1４：００～　

Ｇブロック１位

Ｈブロック１位

※下記、審判割り当て表をご確認ください。

Ａブロック１位

Ｂブロック１位

Ｃブロック１位

Ｄブロック１位

Ｅブロック１位

Ｆブロック１位



2月11日 試合時間審判割当表 
６年生　八千代総合運動公園（八千代市萱田多目的広場）　　審判割り当ての協力お願いいたします

対戦相手 審判チーム 対戦相手 審判チーム
高根東ＳＳＳ 勝田台FC エストゥーロ 勝田台FC

大久保東ＦＣ エスフェローザ 日吉台ＳＣ チームスポルトやちよ

ポカルスＦＣ 高根東ＳＳＳ チームスポルトやちよ エストゥーロ

エスフェローザ 大久保東ＦＣ 大森ＳＣ 日吉台ＳＣ

高根東ＳＳＳ ポカルスＦＣ エストゥーロ チームスポルトやちよ

大和田FCセレソン エスフェローザ 村上ＳＣ 大森ＳＣ

矢切SC-Ａ 高根東ＳＳＳ チームスポルトやちよ エストゥーロ

エスフェローザ 大和田FCセレソン 大沢北ＦＣ 村上ＳＣ
大和田FCセレソン 矢切SC-Ａ 村上ＳＣ チームスポルトやちよ

大久保東ＦＣ エスフェローザ 日吉台ＳＣ 大沢北ＦＣ

矢切SC-Ａ 大和田FCセレソン 大森ＳＣ 村上ＳＣ

ポカルスＦＣ 大久保東ＦＣ 大沢北ＦＣ 日吉台ＳＣ

中国分LWFC 矢切SC-Ａ 矢切SC-B 大森ＳＣ

FC高津-A ポカルスＦＣ 大和田FCアズーリ 大沢北ＦＣ

成田ＳＳＳ 中国分LWFC 白銀T-REX 矢切SC-B

夏見ＦＣ FC高津-A キッカーズ 大和田FCアズーリ

中国分LWFC 成田ＳＳＳ 矢切SC-B 白銀T-REX

北習志野FC 夏見ＦＣ ＦＣ高津-Ｂ キッカーズ

成田ＳＳＳ 中国分LWFC 白銀T-REX 矢切SC-B

ソレイユ明青 北習志野FC 勝田台ＦＣ ＦＣ高津-Ｂ

北習志野FC 成田ＳＳＳ ＦＣ高津-Ｂ 白銀T-REX

FC高津-A ソレイユ明青 大和田FCアズーリ 勝田台ＦＣ

ソレイユ明青 北習志野FC キッカーズ ＦＣ高津-Ｂ

夏見ＦＣ FC高津-A 勝田台ＦＣ 大和田FCアズーリ

審判割当の協力お願いいたします。
必ず確認ください。

試合時間 試合Ｎｏ．
６年生（Ａコート）

試合Ｎｏ．
5年生（Ｂコート）

試合時間

０９：００～0９：３５ Ａ－１ Ｂ－１ 0９：００～0９：３５

0９：４０～１０：１５ Ａ－２ Ｂ－２ 0９：４０～１０：１５

１０：２０～１０：５５ Ａ－３ Ｂ－３ １０：２０～１０：５５

１１：００～１１：３５ Ａ－４ Ｂ－４ １１：００～１１：３５

１１：４０～１２：１５ Ａ－５ Ｂ－５ １１：４０～１２：１５

１２：２０～１２：５５ Ａ－６ Ｂ－６ １２：２０～１２：５５

１３：００～１３：３５ Ａ－７ Ｂ－７ １３：００～１３：３５

１３：４０～１４：１５ Ａ－８ Ｂ－８ １３：４０～１４：１５

１４：２０～１４：５５ Ａ－９ Ｂ－９ １４：２０～１４：５５

１５：００～１５：３５ Ａ－１０ Ｂ－１０ １５：００～１５：３５

１５：４０～１６：１５ Ａ－１１ Ｂ－１１ １５：４０～１６：１５

１６：２０～１６：５５ Ａ－１２ Ｂ－１２ １６：２０～１６：５５


