
主催

協賛

日時 平成29年６月11日（日）14時キックオフ

予備日なし（小雨決行）

会場

　

Vigore勝田台FC

八千代総合グランド(八千代市村上2413)

第 1 回 Dream Cup

少年ミニサッカー大会

株式会社カーレッツプラス

株式会社ビットレート

勝田台FC



≪試合開始時間≫

　　　　　　　　　　　　　　　　　14:00～

開会式は行いませんので、試合時間に合わせて来てください。

各試合の審判は大会本部にて行います。

大会参加費６，０００円（当日受付へ）

≪閉会式、表彰≫

当日最終試合後に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： メダル・賞状

≪競技規則≫

(1) ６人制ミニサッカーとする

(2) 試合球は大会本部で用意します。少年用フットサルボール４号球

(3) 試合方法は基本的にリーグとし　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。

それでも同じ場合はくじ引きとする

(4) 試合時間は、10分とする。

(5)選手交代人数は、自由とし同一試合の再出場は可能。

(6)審判は大会本部側で行いますので割り当てはありません。

(7)本年度の、㈶日本サッカー協会「フットサル競技規則」に準ずるものとします。 

※一部ローカルルールを適用します。別紙参照

(8)ピストルの合図による一斉開始、終了を基本とします。

大会実施要項



チーム名 代表者 所在地

U7

勝田台FC 麻生　真木夫 千葉県八千代市

北習志野FC 松居　俊夫 千葉県船橋市

GINGA　アズール 大塚　裕 千葉県千葉市

GINGA　ブランコ 大塚　裕 千葉県千葉市

千代田FC 鈴木　隆 千葉県佐倉市

高根東SSS 五十石　茂 千葉県船橋市

宮野木SC 渡辺　純男 千葉県千葉市

FC幕西 江口　英樹 千葉県千葉市

矢切SCアタック 岸　力 千葉県松戸市

ジョカーレFC 式田　高義 千葉県千葉市

U8

勝田台FC 麻生　真木夫 千葉県八千代市

市原ユナイテッドFC 岡野　大吉 千葉県市原市

北習志野FCイエロー 松居　俊夫 千葉県船橋市

北習志野FCブルー 松居　俊夫 千葉県船橋市

FC佐倉 高宮　弘 千葉県佐倉市

都賀ライオンズ 佐藤　大介 千葉県千葉市

GINGA　F.C. 大塚　裕 千葉県千葉市

千代田FC 鈴木　隆 千葉県佐倉市

高根東SSSオレンジ 五十石　茂 千葉県船橋市

高根東SSSホワイト 五十石　茂 千葉県船橋市

宮野木SC 渡辺　純男 千葉県千葉市

FCウィングス 長谷川三津子 千葉県佐倉市

大森SC 神崎　光男 千葉県千葉市

FC根郷 石毛　栄 千葉県佐倉市

つくしSC 日下　勉 千葉県松戸市

FC幕西 江口　英樹 千葉県千葉市

矢切SCアタック 岸　力 千葉県松戸市

矢切SCボンバー 岸　力 千葉県松戸市

≪八千代総合グランド案内図≫ 八千代市村上2413

出場チーム、代表者

野球
場 

大会会場駐車
場 

ボーリング場
ラウンド１ 

ジョイフル 

至 柏 

至千葉 

至 
成

至 
船

三菱 

国道２９６号 

国
道
16
号 

新 
 
川 

イトーヨーカド

サイ

ゼリ

ヤ 

総合グランド 
大会会場 



第１回ドリームカップ参加チーム　コーチの皆様へ

ドリームカップ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になりましたら、対戦コートそばに待機してください。

　　（待機場所は現地グランドにて指示いたします。大会運営委員の指示に従ってください。）

　・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。

　　　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。

④　審判は大会本部にて行います。

　・ピストルの合図による一斉開始、終了を基本としますので、ロスタイムはありません。

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。

ドリームカップ大会本部　
ドリームカップ運営委員会



ドリームカップルール 違反した場合の措置

スパイクは禁止 シューズに履き替えるまで出場禁止

すね当ては必ず着用する 着用するまで出場禁止

選手の交代は自由

ボールがコート外に出た時に、審判の許可を得て速やかに交代す

る。一度交代で出た選手も再び出場できる

コート上は常に６人までとする。

審判の許可を得ず７人以上がコート上に居た場合は

ボールのあった地点から間接ﾌﾘｰｷｯｸを相手ﾁｰﾑに与える

ボールがタッチラインから出たら、キックインで再開する

キックインは助走して蹴ってはいけない

立ち足は、タッチラインを超えてはいけない

相手のキックインで再開する

キックオフの時は、相手競技者は３ｍ以上離れなければならない キックオフをやり直す

キックイン、フリーキックの時は４ｍ以上離れなければならない キックイン、キックオフをやり直す

ただし、キックイン、キックオフをした側に有利な場

合はプレーオンとする。

直接フリーキックがゴールインした場合は得点

キックオフ、キックインからは直接得点できない （直接ゴールを

狙って蹴った場合）

ゴールに入った場合、相手のプレイヤーに触ったら

コーナーキック、誰にも触れなかったらキーパース

ローで再開する

コーナーキックは助走して蹴って良い 直接得点できる

ゴールキーパーはゴールエリアを出てプレーしてもよい

但し、エリア外では手でボールを扱ってはならない

エリア外で手でボールを扱った場合には、その地点か

ら相手側の直接フリーキックとなる

ゴールキーパーはエリア内でキャッチしたボールを蹴ってはならな

い

キーパースローのみ

相手側のキーパースローで再開する。

ボールがゴールラインから出たらキーパースローで再開する

キーパースローは、ノーバウンドでハーフウェイラインを超えては

ならない

ボールが超えたライン上から相手側の間接フリーキッ

ク

ゴールエリア内のシュートは認められる

キーパーへのバックパスは、手でプレーしてはならない 最も近いゴールエリアライン上から間接フリーキック

プッシング、ハンドリング、ホールディング、キッキング、ストラ

イキング、トリッピング、ジャンピングアット等はしてはならない

相手側の直接フリーキックで再開する。

ゴールエリア内の反則はペナルティキック（５ｍ）

スライディングタックルは禁止とします 相手側の直接フリーキックで再開する。

ゴールエリア内の反則はペナルティキック（５ｍ）

オフサイドはなし

度重なる販促や非紳士的行為は、警告または退場 退場者は次試合出場禁止

競　技　規　則



Aブロック

GINGA ブランコ 高根東SSS 宮野木SC 勝点 得点 失点 点差 順位

GINGA ブランコ A7 A4

高根東SSS A1

宮野木SC

Bブロック

矢切SCアタック 北習志野FC 千代田FC 勝点 得点 失点 点差 順位

矢切SCアタック A8 A5

北習志野FC A2

千代田FC

Cブロック ※注意　B8コートあり

勝田台FC GINGA アズール FC幕西 ジョカーレFC 勝点 得点 失点 点差 順位

勝田台FC A9 A3

GINGA アズール A6

FC幕西 B8

ジョカーレFC

Aブロック 1位 × Cブロック 2位 A10

Bブロック 1位 × Aブロック 2位 A11

Cブロック 1位 × Bブロック 2位 A12

スペイン代表 ドイツ代表 イングランド代表 勝点 得点 失点 点差 順位

スペイン代表 A13 A14

ドイツ代表 A15

イングランド代表

U7（1年生）　組み合わせ

U7チャンピオンズリーグ

イングランドブロック

ドイツブロック

スペインブロック

→イングランド代表

→ドイツ代表

→スペイン代表



Gブロック

北習志野FCイエロー つくしSC 千代田FC 勝点 得点 失点 点差 順位

北習志野FCイエロー B5 B3

つくしSC B1

千代田FC

Hブロック

矢切SCアタック FC幕西 FC佐倉 勝点 得点 失点 点差 順位

矢切SCアタック B6 B4

FC幕西 B2

FC佐倉

Iブロック

高根東SSSオレンジ 都賀ライオンズ 宮野木SC 勝点 得点 失点 点差 順位

高根東SSSオレンジ C5 C3

都賀ライオンズ C1

宮野木SC

Jブロック

矢切SCボンバー 市原ユナイテッドFC GINGA F.C. 勝点 得点 失点 点差 順位

矢切SCボンバー C6 C4

市原ユナイテッドFC C2

GINGA F.C.

Kブロック

高根東SSSホワイト FCウィングス 大森SC 勝点 得点 失点 点差 順位

高根東SSSホワイト D5 D3

FCウィングス D1

大森SC

Lブロック

北習志野FCブルー FC根郷 勝田台FC 勝点 得点 失点 点差 順位

北習志野FCブルー D2 D4

FC根郷 D6

勝田台FC

アフリカブロック

Gブロック 2位 × Hブロック　2位 B9 →アフリカ代表

アジアブロック

Iブロック 2位 × Jブロック 2位 C9 →アジア代表

南米ブロック

Kブロック 2位 × Lブロック 2位 D9 →南米代表

U8（２年生）　組み合わせ



ブンデスリーガ

Gブロック　 1位 Hブロック　 1位 南米代表 勝点 得点 失点 点差 順位

Gブロック　 1位 B12 B11

Hブロック　 1位 B10

南米代表

プレミアリーグ

Iブロック　 1位 Jブロック　 1位 アフリカ代表 勝点 得点 失点 点差 順位

Iブロック　 1位 C12 C11

Jブロック　 1位 C10

アフリカ代表

Kブロック　 1位 Lブロック　 1位 アジア代表 勝点 得点 失点 点差 順位

Kブロック　 1位 D12 D11

Lブロック　 1位 D10

アジア代表

ブンデス　代表 プレミア　代表 リーガ　代表 勝点 得点 失点 点差 順位

ブンデス　代表 D13 D14

プレミア　代表 D15

リーガ　代表

リーガ・エスパニューラ

U8チャンピオンズリーグ



Aコート Bコート Cコート Dコート

高根東SSS 千代田FC 都賀ライオンズ 大森SC

宮野木SC つくしSC 宮野木SC FCウィングス

千代田FC FC幕西 GINGA F.C. FC根郷

北習志野FC FC佐倉 市原ユナイテッド 北習FCブルー

勝田台FC 千代田FC 高根東オレンジ 大森SC

FC幕西 北習FCイエロー 宮野木SC 高根東ホワイト

宮野木SC 矢切SCアタック GINGA F.C. 勝田台FC

GINGAブランコ FC佐倉 矢切SCボンバー 北習FCブルー

千代田FC つくしSC 都賀ライオンズ 高根東ホワイト

矢切SCアタック 北習FCイエロー 高根東オレンジ FCウィングス

ジョカーレFC FC幕西 市原ユナイテッド 勝田台FC

GINGA アズール 矢切SCアタック 矢切SCボンバー FC根郷

高根東SSS

GINGAブランコ

北習志野FC FC幕西

矢切SCアタック ジョカーレFC

勝田台FC Gブロック 2位 Iブロック 2位 Kブロック 2位

GINGAアズール Hブロック 2位 Jブロック 2位 Lブロック 2位

Aブロック 1位 Hブロック 1位 Jブロック 1位 Lブロック 1位

Cブロック 2位 南米代表 アフリカ代表 アジア代表

Bブロック 1位 Gブロック 1位 Iブロック 1位 Kブロック 1位

Aブロック 2位 南米代表 アフリカ代表 アジア代表

Cブロック 1位 Gブロック 1位 Iブロック 1位 Lブロック 1位

Bブロック 2位 Hブロック 1位 Jブロック 1位 Kブロック 1位

スペイン代表 ブンデス代表

ドイツ代表 プレミア代表

スペイン代表 ブンデス代表

イングランド代表 リーガ代表

ドイツ代表 プレミア代表

イングランド代表 リーガ代表

時間 試合No.

14:30～14:40

試合No.

1

2

3

14:00～14:10

6

1

14:15～14:25

15:30～15:40

15:45～15:55

2

3

15:00～15:10

4

5

16:00～16:10 9

7

8

13

14

15

16:15～16:25

14:45～14:55

16:45～16:55

17:00～17:10

17:15～17:25

17:30～17:40

1年生 2年生

表彰式

16:30～16:40

15:15～15:25

18:00～

10

11

12

14

15

5

6

7

8

9

10

14:45～14:55

15:00～15:10

15:15～15:25

11

12

13

4

18:00～

15:30～15:40

15:45～15:55

16:00～16:10

16:15～16:25

16:30～16:40

16:45～16:55

試合時間及びコート割り 

17:00～17:10

17:15～17:25

17:30～17:40

時間

14:00～14:10

14:15～14:25

14:30～14:40



駐　車　券

クラブ名

第１回　Dream Cup 2/5

駐　車　券

第１回　Dream Cup 

クラブ名

1/5

クラブ名

第１回　Dream Cup 3/5

クラブ名

駐　車　券

駐　車　券

第１回　Dream Cup 4/5

クラブ名

第１回　Dream Cup 5/5

駐　車　券


