
ISOBE FRIEND CUP 2017ISOBE FRIEND CUP 2017
第２８回磯辺フレンドカップ ・サッカー大会

大会開催要項

１． 主　　催

２． 開催日時

４． 参加条件

３． 会　　場

磯辺フットボールクラブ

２０１７年１２月１６日 （土）、 １７日 （日）　全チーム両日開催

○１２月１６日 ： 開場８時３０分、 受付９時～

○１２月１７日 ： 開場８時１０分、 受付８時２０分～

※開場時間前の来場、 及び駐車場前の道路に車を並ばせることはご遠慮下さい。

【荒天の場合】

○１６日荒天…１７日のみ開催 （トーナメント戦）

○１７日荒天…１６日のみ開催 （予選のみのフレンドリーマッチ）

○両日荒天…中止 （中止の場合は６時３０分に各チームにご連絡いたします。）

○第一会場 ： 磯辺第３小学校

　　　　　　　　　千葉市美浜区磯辺１丁目２５－１

３． 参加費 １チーム ５，０００円 （試合当日、 各会場本部にお持ちください。）

○第二会場 ： 磯辺スポーツセンター （Ａコート、Ｂコート）

　　　　　　　　　千葉市美浜区磯辺１丁目５０－１

○スポーツ傷害保険に加入し、 保護者の承諾を得ていること。

○原則６年生の参加とする。

○登録選手は全試合全員出場にご賛同いただけること。

○フレンドリーでフェアなプレーを心掛けること。

○スパイクの使用可。 すねあてを必ず着用のこと。
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６． 試合方法

７． 表　　彰

８． 審　　判

９． その他

【試合時間】 ２０分－５分－２０分

【勝点方式】 勝＝３　　　引き分け＝１　　　負＝０

同点の場合は、 得失点差 ・ 総得点 ・ 直接対戦成績の順

同位の場合は、 ５名による PK 戦で決定

【試合ルール】 １１人制で行う。

選手の交代は自由とする。 （交代人数の制限無し、 再出場可）

その他は、 日本サッカー協会競技規則による。

○登録選手は全試合全員出場させること。

○対戦チームのユニフォーム色が重なる場合は開始前に調整をお願いします。

○キーパーはビブス着用可とする。

○対戦カードは次ページの対戦表をご覧ください。

２日目各チーム試合終了後、 チームごとに表彰式を行います。

○総合優勝、 準優勝、 ３位、 ４位、 ２位リーグトップ、 ３位リーグトップ

○最優秀選手賞…優勝チームから１名

○優秀選手賞…優勝決定戦出場チームから１名

審判服の着用をお願いします。

１０． 問合せ先 磯辺フレンドカップ ・ サッカー大会運営担当

○各チームとも必ず２名の審判を帯同してください。

○試合開始の５分前までに集合をお願いします。 各チームの審判担当は、 対戦表の

   試合スケジュールに記載してありますので、 ご確認をお願いいたします。

○大会中のケガにつきましては、 状況により近隣の病院をご案内いたしますので

   お声かけください。 また、 各自事故防止に十分注意してください。

○駐車場のご利用につきましては、 全会場１チーム４台までとさせていただきます。

   また、 マイクロバスでお越しのチームは、 必ず事前に連絡下さい。

   （マイクロバス１台＝乗用車２台としてカウントといたします。）

○佐野教幸 Tel ： 090－1853－0588　　　○酒井浩子 Tel ： 090－6137－0757

○E-mail ： office_isobefc@yahoo.co.jp
　　フレンドカップ専用アドレスです。 その他のご連絡は 【isobefc@yahoo.co.jp】 へお願いいたします。

○１日目…予選は１グループ３チーム （全６グループ） によるリーグ戦

○２日目…１日目の結果を受け、 順位別グループ （全６グループ） に

              よるリーグ戦と順位決定戦
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12 月 16 日（土）対戦表12月 16 日（土）対戦表
【磯辺第３小学校】　予選

【磯辺スポーツセンター　Ａコート】　予選

【磯辺スポーツセンター　Ｂコート】　予選

※話し合いにより、 審判の入れ替えは可能です。

※開会式は行いませんので、 最初の試合３０分前までに、 各会場本部で受付を済ませてください。

※順位決定方法　①勝点、②得失点、③総得点、④直接対戦成績、⑤5 人による PK 戦

※各チームの予選最終試合終了後、 ２日目会場を本部に確認してください。

グループＡ 高洲コスモス 習志野MSS香澄 作新SC 勝点 得点 失点 得失点 順位

高洲コスモス 第１試合 第３試合

習志野MSS香澄 第５試合

作新SC

グループＢ 日吉台SC FC幕西 稲毛FC 勝点 得点 失点 得失点 順位

日吉台SC 第２試合 第４試合

FC幕西 第６試合

稲毛FC

審判（主＆第４）

第１試合　10:00-10:45 高洲コスモス 習志野MSS香澄 日吉台SC

第２試合　10:50-11:35 日吉台SC FC幕西 高洲コスモス

第３試合　11:40-12:25 作新SC 高洲コスモス 稲毛FC

第４試合　12:30-13:15 稲毛FC 日吉台SC 作新SC

第５試合　13:20-14:05 習志野MSS香澄 作新SC 稲毛FC

第６試合　14:10-14:55 FC幕西 稲毛FC 習志野MSS香澄

日吉台SC

作新SC

審判（副＆副）

FC幕西

習志野MSS香澄

FC幕西

高洲コスモス

対戦

グループＣ FC佐倉 磯辺FC 若宮FC 勝点 得点 失点 得失点 順位

FC佐倉 第１試合 第３試合

磯辺FC 第５試合

若宮FC

グループＤ 小中台FC 千城台FC 北浜SSS 勝点 得点 失点 得失点 順位

小中台FC 第２試合 第４試合

千城台FC 第６試合

北浜SSS

審判（主＆第４）

第１試合　10:00-10:45 FC佐倉 磯辺FC 小中台FC

第２試合　10:50-11:35 小中台FC 千城台FC FC佐倉

第３試合　11:40-12:25 若宮FC FC佐倉 北浜SSS

第４試合　12:30-13:15 北浜SSS 小中台FC 若宮FC

第５試合　13:20-14:05 磯辺FC 若宮FC 北浜SSS

第６試合　14:10-14:55 千城台FC 北浜SSS 磯辺FC

千城台FC

FC佐倉

小中台FC

若宮FC

審判（副＆副）

千城台FC

磯辺FC

対戦

グループE クレシエンテ成東 松波サンダーキッカーズ 市川MFC 勝点 得点 失点 得失点 順位

クレシエンテ成東 第１試合 第３試合

松波サンダーキッカーズ 第５試合

市川MFC

グループF 千葉FC 葛城FC 明海FC 勝点 得点 失点 得失点 順位

千葉FC 第２試合 第４試合

葛城FC 第６試合

明海FC

審判（主＆第４）

第１試合　10:00-10:45 クレシエンテ成東 松波サンダーキッカーズ 千葉FC

第２試合　10:50-11:35 千葉FC 葛城FC クレシエンテ成東

第３試合　11:40-12:25 市川MFC クレシエンテ成東 明海FC

第４試合　12:30-13:15 明海FC 千葉FC 市川MFC

第５試合　13:20-14:05 松波サンダーキッカーズ 市川MFC 明海FC

第６試合　14:10-14:55 葛城FC 明海FC 松波サンダーキッカーズ 市川MFC

葛城FC

松波サンダーキッカーズ

葛城FC

クレシエンテ成東

千葉FC

審判（副＆副）対戦
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12 月 17 日（日）対戦表12月 17 日（日）対戦表
【磯辺第３小学校】　１位リーグ

【磯辺スポーツセンター　Ａコート】　２位リーグ

【磯辺スポーツセンター　Ｂコート】　３位リーグ

※話し合いにより、 審判の入れ替えは可能です。

※順位決定方法　①勝点、②得失点、③総得点、④直接対戦成績、⑤5 人による PK 戦 （優勝～４位、 ２位３位リーグトップを決める場合のみ）

１位リーグ① A　１　位 B　１　位 C　１　位 勝点 得点 失点 得失点 順位

A　１　位 第１試合 第３試合

B　１　位 第５試合

C　１　位

１位リーグ② D　１　位 E　１　位 F　１　位 勝点 得点 失点 得失点 順位

D　１　位 第２試合 第４試合

E　１　位 第６試合

F　１　位

審判（主＆第４）

第１試合　9:00-9:45 A　１　位 B　１　位 D　１　位

第２試合　9:50-10:35 D　１　位 E　１　位 A　１　位

第３試合　10:40-11:25 C　１　位 A　１　位 E　１　位

第４試合　11:30-12:15 F　１　位 D　１　位 C　１　位

第５試合　12:20-13:05 B　１　位 C　１　位 F　１　位

第６試合　13:10-13:55 E　１　位 F　１　位 B　１　位

3位決定戦　14:10-14:55 ①　2　位 ②　2　位 本部

優勝決定戦　15:00-15:45 ①　１　位 ②　１　位 本部

A　１　位

D　１　位

C　１　位

①1位／②1位

①２位／②２位

F　１　位

対戦 審判（副＆副）

E　１　位

B　１　位

２位リーグ① A　２　位 B　２　位 C　２　位 勝点 得点 失点 得失点 順位

A　２　位 第１試合 第３試合

B　２　位 第５試合

C　２　位

２位リーグ② D　２　位 E　２　位 F　２　位 勝点 得点 失点 得失点 順位

D　２　位 第２試合 第４試合

E　２　位 第６試合

F　２　位

審判（主＆第４）

第１試合　9:00-9:45 A　２　位 B　２　位 D　２　位

第２試合　9:50-10:35 D　２　位 E　２　位 A　２　位

第３試合　10:40-11:25 C　２　位 A　２　位 E　２　位

第４試合　11:30-12:15 F　２　位 D　２　位 C　２　位

第５試合　12:20-13:05 B　２　位 C　２　位 F　２　位

第６試合　13:10-13:55 E　２　位 F　２　位 B　２　位

順位決定戦　14:10-14:55 ①　1　位 ②　1　位 本部

E　２　位

B　２　位

F　２　位

A　２　位

D　２　位

C　２　位

①２位/②２位

対戦 審判（副＆副）

３位リーグ① A　３　位 B　３　位 C　３　位 勝点 得点 失点 得失点 順位

A　３　位 第１試合 第３試合

B　３　位 第５試合

C　３　位

３位リーグ② D　３　位 E　３　位 F　３　位 勝点 得点 失点 得失点 順位

D　３　位 第２試合 第４試合

E　３　位 第６試合

F　３　位

審判（主＆第４）

第１試合　9:00-9:45 A　３　位 B　３　位 D　３　位

第２試合　9:50-10:35 D　３　位 E　３　位 A　３　位

第３試合　10:40-11:25 C　３　位 A　３　位 E　３　位

第４試合　11:30-12:15 F　３　位 D　３　位 C　３　位

第５試合　12:20-13:05 B　３　位 C　３　位 F　３　位

第６試合　13:10-13:55 E　３　位 F　３　位 B　３　位

順位決定戦　14:10-14:55 ①　1　位 ②　1　位 本部 ①２位/②２位

A　３　位

D　３　位

C　３　位

B　３　位

F　３　位

対戦 審判（副＆副）

E　３　位


