
第4回ペラーダ　コミュニティCUP　U-9大会(新４年生)実施要項　

1.主旨 本大会は、多くの参加チームの子供達、指導者が交流を図る場として、

U-9年代の大会、公式戦に向けての真剣勝負の試合経験の場として本交流大会を実施する。

2.主催 一般社団法人 ペラーダ

3.主管 ペラーダジュニアーズ

4.期日 2018年 3月 31日

5.協賛

6.出場資格 参加選手はスポーツ傷害保険に加入していること。

7.競技規則 (1)現行の日本サッカー協会制定の「サッカー競技規則」による。

(2)選手交代は自由とする。

(3)本大会はテクニカルエリアは採用しない。

(4)警告・退場については、警告を２回受けたもの又は退場を命じられたものは次の１試合は出場できない

8.競技方法 (1)予選リーグは、各リーグ4チームでリーグ戦を行い、順位決定戦を行う。

(2)予選リーグは、12分-3分-12分とし、勝敗が決まらない場合は引き分けとする。

(3)順位決定方法は、以下の通りにする

①勝ち点は、勝ち：３点、分け：１点、負け：０点とし、勝ち点が多いチーム順に上位とする。

②勝ち点が同じ場合は、得失点差の多いチームとする。

③得失点差が同じ場合は、得点の多いチームを上位とする。

④③でも同じ場合は、直接対決の対戦成績・抽選とする。

(4)予選リーグ後、各リーグ同順位同士で対戦し最終順位を決める。対戦表は別紙(リーグ・順位決定戦）

(5）順位決定戦は15分-3分-15分 で行う。勝敗が決まらない場合は、即PK方式(3人制）で決定する。

9.ユニフォーム 各チーム認識できれば揃いのユニフォーム又はビブスでも可。

10.表彰 優勝以下３位までに順位ごとにトロフィーを授与する。

個人賞として、各チーム優秀選手に賞品を授与する。

優秀選手の決定方法については、以下とする。

①各試合、相手チームの優秀選手を１人選んで別紙の優秀選手記録用紙に記載の上、予選リーグ終了後、本部へ提出頂く。

②表彰式までに集計して各チーム一番多く票をもらった選手を優秀選手とする。

③②で同数票の場合、本部で協議の上、本部票としてどちらかに１票授与し決定する。

11.組み合わせ 予選リーグの組み合わせは申し込み順に大会事務局によってくじ引き抽選を行い決定する。

10チームの応募先着順にてくじ抽選。

12.参加申し込み メールにて大会担当 土屋までご連絡ください。

13.参加料 1チーム：5000円(大会当日にお支払いください。領収書発行します。）

※２チーム出しの場合、２チームで9000円

14.その他 ※審判1審制(審判割り振りは、対戦表に記載)

※審判の審判着の着用義務は特にありません。各チーム判断でお願いします。

※スケジュール通り、円滑に進めていきたいと思いますので、時間厳守でお願い致します。

※駐車場は必要最小限の車両台数でお願い致します。（各チーム3台厳守でお願い致します。）

その他の車は近隣の駐車場をご利用ください。※２チーム出しの場合は６台まででお願い致します。

※開会式は行わないので、第一試合目に間に合うようにお越し下さい。(審判時間にもご注意ください。）

※試合開始のみ挨拶をして、試合終了の挨拶は省略でベンチに戻りながら、選手たちで挨拶するように促してください。

宜しくお願い致します。



ペラーダ　コミュニティCUP　U-9　

日時： 平成 30 年 3月 31日（土） 時間 9：00～１6：00（開門8：20）(完全撤収16：00）

会場： 番匠免グランド (クレーコート)

住所：埼玉県三郷市番匠免３丁目地内

主催： ペラーダジュニアーズ

時 間 Aコート Bコート Cコート

1 9：00 ～ 9：27 ペラーダ バルサ ― TRICOLORE F.C フラップ ― フォルテB 浦和栄和 ― 芝南

2 9：35 ～ 10：02 武蔵野 ― 高砂 高島平 ― ペラーダ レアル フォルテA ― プログレッソ

3 10：10 ～ 10：37 ペラーダ バルサ ― 武蔵野 フラップ ― 高島平 浦和栄和 ― フォルテA

4 10：45 ～ 11：12 TRICOLORE F.C ― 高砂 フォルテB ― ペラーダ レアル 芝南 ― プログレッソ

5 11：20 ～ 11：47 ペラーダ バルサ ― 高砂 フラップ ― ペラーダ レアル 浦和栄和 ― プログレッソ

6 11：55 ～ 12：22 TRICOLORE F.C ― 武蔵野 フォルテB ― 高島平 芝南 ― フォルテA

7 12：30 ～ 13：03 A2 ― B2 A3 ― B3 A4 ― B4

8 13：10 ～ 13：43 A1 ― B1 A3 ― C3 A4 ― C4

9 13：50 ～ 14：23 A1 ― C1 A2 ― C2 B4 ― C4

10 14：30 ～ 15：03 B1 ― C1 B2 ― C2 B3 ― C3

11 15：10 ～ 閉会式(本部前） 閉会式(本部前） 閉会式(本部前）

12 15：25 ～ 会場撤去 会場撤去 会場撤去

注意事項

※試合会場の開門時間は８時２０分からとなります。それ以前の入場はご遠慮ください。

※雨天時の試合有無は当日6時３０分に会場提供チームより各チームへ連絡となります。(小雨なら決行）

※試合結果報告は試合終了後、担当審判が本部へ報告をお願い致します。

※各試合、相手チームの優秀選手を１人選んで別紙の優秀選手記録用紙に記載の上、予選リーグ終了後、本部へ提出をお願い致します。

※審判1審制(当該チーム)。対戦表左：前半担当、対戦表右：後半担当。

※審判の審判着の着用義務は特にありません。各チーム判断でお願いします。

※スケジュール通り、円滑に進めていきたいと思いますので、時間厳守でお願い致します。アディショナルタイムは無し。

※駐車場は必要最小限の車両台数でお願い致します。（各チーム2台厳守でお願い致します。）その他の車は近隣の駐車場をご利用ください。

※開会式は行わないので、第一試合に間に合うようにお越し下さい。(審判の時間お気を付けください。)

※試合開始のみ挨拶をして、試合終了の挨拶は省略でベンチに戻りながら、選手たちで挨拶するように促してください。

※喫煙は敷地内禁止です。敷地から離れて喫煙をお願い致します。



Aリーグ ペラーダジュニアーズ バルサ TRICOLORE F.C 武蔵野SSS 高砂SSS 勝点 得失点 得点 失点 順位

ペラーダジュニアーズ バルサ *

TRICOLORE F.C *

武蔵野SSS *

高砂SSS *

Bリーグ フラップFC フォルテ野田B 高島平SC ペラーダジュニアーズ レアル 勝点 得失点 得点 失点 順位

フラップFC *

フォルテ野田B *

高島平SC *

ペラーダジュニアーズ レアル *

Cリーグ 浦和栄和SSS 芝南SC フォルテ野田A プログレッソ 勝点 得失点 得点 失点 順位

浦和栄和SSS *

芝南SC *

フォルテ野田A *

プログレッソ *



チャンピオンズリーグ A1位 B1位 C1位 勝点 得失点 得点 失点 順位 総合順位

A1位 *

B1位 *

C1位

リーガエスパニョーラ A2位 B2位 C2位 勝点 得失点 得点 失点 順位 総合順位

A2位 *

B2位 *

C2位 *

ブンデスリーガ A3位 B3位 C3位 勝点 得失点 得点 失点 順位 総合順位

A3位 *

B3位 *

C3位 *

プレミアリーグ A4位 B4位 C4位 勝点 得失点 得点 失点 順位 総合順位

A4位 *

B4位 *

C4位 *



優秀選手記入シート 自チーム名 優秀選手記入シート 自チーム名

対戦相手： 対戦相手：

対戦相手優秀選手 対戦相手優秀選手

背番号： 背番号：

名前： 名前：

※名前、背番号どちらかわかる方で構いません。 ※名前、背番号どちらかわかる方で構いません。

優秀選手記入シート 自チーム名

対戦相手：

対戦相手優秀選手

背番号：

名前：

※名前、背番号どちらかわかる方で構いません。

優秀選手記入シート 自チーム名

対戦相手：

対戦相手優秀選手

背番号：

名前：

※名前、背番号どちらかわかる方で構いません。

優秀選手記入シート 自チーム名

対戦相手：

対戦相手優秀選手

背番号：

名前：

※名前、背番号どちらかわかる方で構いません。



審判カード 審判チーム名： 審判カード 審判チーム名：
対戦相手 VS 対戦相手 VS

前半 前半

後半 後半

TOTAL TOTAL

備考・連絡事項 備考・連絡事項

審判カード 審判チーム名： 審判カード 審判チーム名：
対戦相手 VS 対戦相手 VS

前半 前半

後半 後半

TOTAL TOTAL

備考・連絡事項 備考・連絡事項

審判カード 審判チーム名： 審判カード 審判チーム名：
対戦相手 VS 対戦相手 VS

前半 前半

後半 後半

TOTAL TOTAL

備考・連絡事項 備考・連絡事項

審判カード 審判チーム名： 審判カード 審判チーム名：
対戦相手 VS 対戦相手 VS

前半 前半

後半 後半

TOTAL TOTAL

備考・連絡事項 備考・連絡事項

審判カード 審判チーム名： 審判カード 審判チーム名：
対戦相手 VS 対戦相手 VS

前半 前半

後半 後半

TOTAL TOTAL

備考・連絡事項 備考・連絡事項


