
第9回 中野木杯 2年生大会 

予選  平成30年2月10日（土）12（月） 
順位T        2月17日（土） 
予備日        3月  3日（土） 



１.大会名称   「第9回中野木杯」 
  
２.主   催  中野木FC 
            協力 ファンタジスタ船橋FC、船橋KSC 
  
３.大会主旨  本大会を通じ、市内外チームとの親睦を深めるとともに、 
          サッカーの基礎段階から、次のステップに進む過程にある 
          2年生の育成の場となることを目指す。    
  
４.日程   平成30年 2月10日（土）、12日（月）予選ラウンド 
                2月17日（土）順位トーナメント 
        予備日は、3月  3日（土）とします。 
                雨天中止の場合は、7:00に判断し、連絡します。  
                雨天時の対応は、別途連絡します。 
 
５.会場   予選 ；船橋市立中野木小、市場小、高根第2小 
        順位T；中野木小学校、市場小 
  
６.参加資格  2年生以下で構成され、スポーツ保険に加入しているチーム 
  
７.参加費用  １チーム3,000円。 
          ※予選当日、各会場受付でお支払いをお願いいたします。 
              
８.競技方法  ・試合方法…7人制（選手がそろわない場合は5-6人） 
          ・参加24チームを8ﾌﾞﾛｯｸに分け、3ﾁｰﾑで予選ﾘｰｸﾞを開催。 
                     各ブロックの順位による、順位トーナメントを開催。 
                    ・勝ち3点、引分1点、負け0点の勝ち点制とし、勝ち点の 
                     多いチームを上位とする。尚、同点の場合は得失点差、 
                     総得点、対戦結果、3人によるPK戦の順で決定する。 
                     順位Tは、同点の場合は、3人によるPK戦とする。 
                    ・試合時間・・・10-3-10分 
                    ・選手交代・・・自由な交代とする。（再出場可） 
 



９.表彰  チーム表彰；各順位パート毎に、成績に準じて表彰を行う。 
       個人賞；参加チームから、2名を表彰する。 
             優秀選手2名、1位パートから大会MVP 1名 
         
10.主なルールと試合進行上の注意事項 
  ・コートサイズは、２８ｍ前後×４４ｍ前後。（市場小は縦が短くなります） 
   ゴールは高さ2ｍ、幅3ｍのミニゴールを使用。 
   ・試合球は、4号球を各チーム持ち回り。（フットサル軽量ではありません） 
   ・試合チームは進行を円滑に進めるため、自チーム試合の開始5分前に 
    準備してください。 
   ・審判は審判服・ワッペン着用のうえ、サイドライン2名で行なう。 
   オフサイド適用となるため、半面づつ担当ください。プレーが見えにくい 
   場合は、コート内に入ってジャッジください。 
     予選は各チーム2名、順位Tは1名の審判対応お願いします。 
   対応ができない場合は連絡下さい。予選は1人審判も可とします。 
    
  ・大会主旨にもとづき、次のローカルルールを採用する。 
  ⅰ）スローイン、ゴールキックでの試合再開とする。 
    （キックイン、キーパースローではありません。） 
     ゴールキックはペナルティエリアの任意の点から行います。 
  ⅱ）フリーキック時の壁の距離は５メートルとする。 
  ⅲ）１度目の明らかなファールスローはやり直し、続けてのファール 
     スローは相手ボールのスローインとする。 
  ⅳ）オフサイドも適用します。 
  ⅴ）その他ルールは日本サッカー協会競技規則に準ずる。 
 
ルール・試合進行に関してご不明な点は本部までお問い合わせ下さい。 
また、爪は事前に手入れお願いします。 
 
 
   大会期間中連絡先 
 
      中野木FC  山野久生  090-5775-4445 
 
 



参加チームの皆さま 

略称 略称

1 中野木FCﾋﾞｸﾄﾘｰ 中野木V 船橋市 13 田喜野井FC 田喜野井 船橋市

2 中野木FCﾚｲﾝﾎﾞｰ 中野木R 船橋市 14 習志野台FC 習台 船橋市

3 船橋ﾌｧﾝﾀｼﾞｽﾀFC　A FFSC A 船橋市 15 二宮FC 二宮 船橋市

4 船橋ﾌｧﾝﾀｼﾞｽﾀFC　B FFSC B 船橋市 16 船橋JYS JYS 船橋市

5 船橋KSC KSC 船橋市 17 FC MIYAMA EAST イースト 船橋市

6 北習志野FC 北習 船橋市 18 秋津SC 秋津 習志野市

7 高根東SSS 高根東 船橋市 19 ユーカリが丘SC ユーカリ 佐倉市

8 船橋若松FC　A 若松A 船橋市 20 FC浦安ﾌﾞﾙｰｳｲﾝｸﾞｽ 浦安 浦安市

9 船橋若松FC　B 若松B 船橋市 21 篠崎SC 篠崎 江戸川区

10 宮本JSC 宮本 船橋市 22 スターキッカーズ スタキ 江東区

11 行田東FC 行田東 船橋市 23 スカイFC二砂 スカイ 江東区

12 二和SC 二和 船橋市 24 FC北砂 北砂 江東区

チーム名 チーム名

過去の成績 

日時 学年 優勝 準優勝 第3位 第4位

第1回 2010.5.4 3年 高根東SSS 中野木 ｽｶｲFC二砂 FC大島 エクサス ｽﾀｰｷｯｶｰｽﾞ

第2回 2011.5.4 3年 高根東SSS 宮本JSC ｽﾀｰｷｯｶｰｽﾞ 浦安BW 船橋KSC ｽｶｲFC二砂

第3回 2012.5.4 3年 高根東SSS 北習FC ｽｶｲFC二砂 峰台SSS

予選2013.3.2 上位 ｽﾀｰｷｯｶｰｽﾞ 高根東SSS 中野木V 船橋KSC 北習FC

決勝2013.3.16 下位 ﾐﾔﾏｲｰｽﾄ 宮本JSC W 二宮 ﾌｧﾝﾀｼﾞｽﾀ

予選2014.3.1 上位 高根東SSS 八木が谷北 稲毛FC 船橋KSC 中野木V

決勝2014.3.15 下位 ｽﾀｰｷｯｶｰｽﾞ 二宮FC 秋津FC 若松FC ﾌｧﾝﾀｼﾞｽﾀ

予選2015.2.21 上位 北習FC 宮本JSC 秋津SC 中野木V 高根東SSS

決勝2015.3.7 下位 若松FC 八木ケ谷北 二宮FC FC大島 稲毛FC

1位ﾊﾟｰﾄ 若松FC 中野木V 船橋KSC ｽｶｲFC二砂 篠崎SC

2位ﾊﾟｰﾄ 丸山FC 北習R 二宮 ﾌｧﾝﾀｼﾞｽﾀ ｽﾀｰｷｯｶｰｽﾞ

3位ﾊﾟｰﾄ 高根東W 八栄JSC 北習Y 中野木R ユーカリが丘

1位ﾊﾟｰﾄ 高根東 JYS 浦安BW 若松 ｽｶｲFC二砂

2位ﾊﾟｰﾄ ｽﾀｰｷｯｶｰｽﾞ 行田東 薬円台南 北習A 北砂

3位ﾊﾟｰﾄ KSC 篠崎 FFSCA 江東FC東陽 中野木V

4位ﾊﾟｰﾄ 大島 秋津 二宮 中野木R FFSCB

第7回
予選2016.2.20

決勝2016.3.26
2年 24

2年 24第8回
予選2017.2.18

決勝2017.3.　4

第5回 2年 16

第6回 2年 16

参加ﾁｰﾑ 敢闘賞

12

12

12

第4回 2年 16



第9回 中野木杯 組合せ 

予選

ﾌﾞﾛｯｸ 1 2 3 会場 日時

A FFSCA 宮本 秋津 市場 2/10AM

B FFSCB 行田東 スタキ 市場 2/10AM

C KSC 二和 ユーカリ 高二 2/10AM

D 北習 田喜野井 浦安 高二 2/10AM

E 中野木V 習台 ｲｰｽﾄ 中野木 2/12AM

F 高根東 二宮 篠崎 中野木 2/12AM

G 中野木R 若松B スカイ 中野木 2/12PM

H 若松A JYS 北砂 中野木 2/12PM

順位トーナメント（1位、2位、3位パート共通） 
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市場小

審判 審判

9:30 FFSCA 宮本 秋津 FFSCB 行田東 スタキ

10:15 宮本 秋津 FFSCA 行田東 スタキ FFSCB

11:00 FFSCA 秋津 宮本 FFSCB スタキ 行田東

審判 審判

9:30 KSC 二和 ユーカリ 北習 田喜野井 浦安

10:15 二和 ユーカリ KSC 田喜野井 浦安 北習

11:00 KSC ユーカリ 二和 北習 浦安 田喜野井

高根台

第2小

1コート（Cﾌﾞﾛｯｸ） 2コート（Dﾌﾞﾛｯｸ）

対戦 対戦

1コート（Aﾌﾞﾛｯｸ） 2コート（Bﾌﾞﾛｯｸ）

対戦 対戦

中野木小

審判 審判

9:30 中野木V 習台 ｲｰｽﾄ 高根東 二宮 篠崎

10:15 習台 ｲｰｽﾄ 中野木V 二宮 篠崎 高根東

11:00 中野木V ｲｰｽﾄ 習台 高根東 篠崎 二宮

中野木小

審判 審判

13:30 中野木R 若松B スカイ 若松A JYS 北砂

14:15 若松B スカイ 中野木R JYS 北砂 若松A

15:00 中野木R スカイ 若松B 若松A 北砂 JYS

1コート（Gﾌﾞﾛｯｸ） 2コート（Hﾌﾞﾛｯｸ）

対戦 対戦

1コート（Eﾌﾞﾛｯｸ） 2コート（Fﾌﾞﾛｯｸ）

対戦 対戦

予選スケジュール 

2月10日（土） 

2月12日（月） 



2/17（土）順位トーナメント 

２、3位T 市場・中野木

ｽｹｼﾞｭｰﾙ 審判 審判

8:45 ③ ④

9:15 ① ②

9:45 ⑦ ⑧

10:15 ⑤ ⑥

10:45 ⑪ ⑫

11:15 ⑨ ⑩

1位T 中野木

ｽｹｼﾞｭｰﾙ 審判 審判

13:30 ③ ④

14:00 ① ②
14:30 ⑦ ⑧
15:00 ⑤ ⑥

15:30 ⑪ ⑫

16:00 ⑨ ⑩

1ｺｰﾄ 2ｺｰﾄ

⑨裏決勝 ⑩裏３決

対戦 対戦

① ②

③ ④

⑨裏決勝 ⑩裏３決

⑪決勝 ⑫３決

① ②

③ ④
⑤裏準決勝 ⑥裏準決勝
⑦準決勝 ⑧準決勝

⑪決勝 ⑫３決

1ｺｰﾄ 2ｺｰﾄ

対戦 対戦

⑤裏準決勝 ⑥裏準決勝

⑦準決勝 ⑧準決勝



予選2/10（土） 市場小・高根台第二小 
 
  8：３０以降、入校となります。 
  駐車台数は、各チーム2台となります。 
 
 
予選2/12（月） 中野木小 
 
  午前の部は、8：３０以降、入校となります。 
  駐車台数は、各チーム3台となります。 
 
  午後の部は、１２：３０以降、入校となります。 
  駐車台数は、各チーム3台となります。 
 
 
順位トーナメント 2/17（土） 中野木小・市場小 
 
  午前の部は、8：0０以降、入校となります。 
  駐車台数は、各チーム2台となります。 
 
  午後の部は、１２：３０以降、入校となります。 
  駐車台数は、各チーム2台となります。 
  
 
17日の中野木小は、医療機関開業日のため、学校前の 
有料駐車場・リブレ京成駐車場には絶対に駐車しないように 
お願い致します。 



コートサイズ 

（36-） 
44m 

ｾﾝﾀｰｻｰｸﾙ3m 

ｺﾞｰﾙ 高さ2×横3ｍ 

ペナルティエリア 

（26-）28m 

6m 

6m 

交
代
ゾ
ー
ン 

ｺｰﾅｰｱｰｸ 
50cm 

＊ゴールキックは、ペナルティエリアの任意の点から 



船橋市立中野木小学校 

船橋市中野木2－19－1 

ＪＲ津田沼駅北口新京成バス(6)番管理事務所前下車約2分 
 
17日は、医療機関が開業しており、正門前の有料駐車場は使え 
ません。病院営業日は優先のため。セブンイレブン・リブレ京成駐車場 
にも絶対駐車しないでください。 
前原駅前のウエルシアに有料駐車場があります。 
17日の中野木小は、他団体の利用状況で当日3台目の駐車が 
可能になる場合もあります。 



船橋市立市場小学校 

船橋市市場1-5-1 

ＪＲ総武線「船橋駅」・京成線「京成船橋駅」より徒歩約15分 
ＪＲ総武線船橋駅北口より、新京成バス「市場3丁目」より徒歩約5分 
 
武道センターが目印ですが、この駐車場には停めないでください。 
中央卸売市場の前に有料駐車場がありますので、ご活用ください。 



船橋市立高根台第二小学校 

船橋市高根台5-2-1 

新京成 高根木戸駅 徒歩10分もしくは北習志野駅徒歩15分 
 
3台目以降は、★ 有料駐車場をご利用ください。 


