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FCグランツ梅田スポーツ少年団

代表：今井　薫

　グランツカップご参加チームの皆さんへ

　日頃よりグランツに多大なるご厚意を頂戴しており、感謝申し上げます。
早いものでグランツカップ（U-11）も今年度（昨年8月開催）で10回を数え、

参加チーム数も24チーム（4会場）という大きな大会へ育てて戴きました。
この場を借りまして、厚く御礼申し上げます。
　さてこの度、昨年に引き続き、グランツカップ(U-9)を開催させて戴きます。
ついては、下記日程にてご参加の程、お願い申し上げます。
　本日ここに、大会要綱を送付させて戴きます。

記

１．             日　程：２０１４年２月２３日（日）９：３０－１７：００

２．             場　所：東邦チタニウムサッカーグランド（茅ヶ崎市）

３．          　参　加：６チーム（8人制：U-9）

以上

　それでは、良き交流・良き思い出づくりにご理解・ご協力をお願い致します。



１．趣旨 相互の交流を通じ、少年サッカーの技術･マナー・モチベーションの向上を図る。

特に、わんぱくから低学年（４年）へ向けてチームを意識し出す変革の年代の伸張（育成）の確認の場として、

有効にご活用戴くことを目指して、本大会を開催致します。

２．主催 ＦＣグランツ梅田スポーツ少年団（グランツカップ実行委員会）

３．期日 ２０１４年２月２３日（日）：少雨決行（※朝７時までにご連絡いたします。）

４．会場 東邦チタニウムサッカーグランド（茅ヶ崎市）

※会場の開門は８時３０分です。開門前に周辺での待機はお控えください。一般の交通の障害になります。

　尚、駐車場施設がなくご不自由をおかけしますが、近隣の有料駐車場をご利用下さいますようお願い致します。

　（※イオンスーパーが３００ｍ程度の場所に有ります。詳しくは地図を参照下さい。）

５．参加資格 小学３年生を中心に３年生以下で構成されたチーム

６．参加チーム

Ａ１ 平塚市 Ｂ１ 鎌倉市

Ａ２ 座間市 Ｂ２ 横浜市緑区

Ａ３ 大井町 Ｂ３ 茅ヶ崎市

７．参加費 ５０００円／チーム

８．競技規則

① 試合時間は３０分（１５分－５分－１５分）。８人制

② 予選リーグは、勝ち点・得失点差・総得点・対戦結果・抽選で順位決定戦のチームを決定する。

（勝点）　勝利：３点　引分：１点　敗戦：ゼロ

③ 三位決定戦で同点の場合は、ＰＫ戦（３人制：４人目以降はサドンデス）とする。

④ 決勝戦で同点の場合は、１０分（５分・５分）の延長戦とする。

延長戦でも決定しない場合、ＰＫ戦（３人制：４人目以降はサドンデス）とする。

⑤ 選手の登録は無し。（ベンチ入りの数など制限なし。但し、指導者は３名までとする。）

⑥ 選手の交代は自由とし、交代エリアからの出場・退場とする。（再出場も可）

⑦ ユニフォームの色は、対戦カードの左側（ピッチに向かって左側ベンチ）チームを優先する。（ビブス可）

⑧ ボールは各チーム持ち寄り、４号球縫いボールとする。

⑨ その他のルールは、日本サッカー協会競技規則に順ずる。

９．表彰 優勝 ： 優勝カップ（持ち回り）、盾、賞状

準優勝 ： 盾、賞状

第三位 ： 盾、賞状

敢闘賞（４位） ： 盾、賞状

敢闘賞（５位） ： 盾、賞状

敢闘賞（６位） ： 盾、賞状

優秀選手賞（各チーム１名） ： トロフィー

１０．審判 各チーム２名以上の審判帯同にご協力をお願い致します。（審判服着用）

また、試合開始５分前までに事前打合せを御願い致します。尚、第４審判は本部で対応致します。

１１．その他 ① 優勝～４位（敢闘賞）までのチームは、表彰式にご参加下さい。

② 駐車場がない為、近隣の駐車場（有料）をご利用いただく事になりますこと、予めご容赦ください。

③ 会場の美化にご協力下さい。（ゴミの持ち帰りを御願い致します）

④ 場内（周辺含む）は禁煙です。（喫煙場所はございませんのでご理解ください）

１２．大会事務局（連絡先）

代表 今井　　薫 携帯

副代表 橋本　　斉 携帯

U-9ﾍｯﾄﾞｺｰﾁ 奥原 浩二 携帯

平成25年度 グランツカップ Ｕ－９　《開催要項》

ＢブロックＡブロック

　ＦＣ上大井 　ＦＣグランツ梅田

  ＧＥＯＸ

　ＦＣ小坂　崇善ＳＣ

　ひばりＦＣ



１．対戦表 ※ベンチは、ピッチに向かって左側が、対戦表の左側のチームとします。

K/F

8:30 主審 副審

1 9:30 Ａ１ 崇善ＳＣ － A２ ひばりＦＣ Ｂ１ Ｂ２

2 10:10 Ｂ１ 　ＦＣ小坂 － Ｂ２ ＧＥＯＸ Ａ２ Ａ３

10:50 宣誓 グランツ

3 11:00 Ａ２ ひばりＦＣ － Ａ３ ＦＣ上大井 Ｂ２ Ｂ３

4 11:40 Ｂ２ ＧＥＯＸ － Ｂ３ グランツ Ａ３ Ａ１

5 12:20 Ａ３ ＦＣ上大井 － Ａ１ 崇善ＳＣ Ｂ３ Ｂ１

6 13:00 Ｂ３ グランツ － Ｂ１ ＦＣ小坂 Ａ１ Ａ２

13:50 Ａ３位 － Ｂ３位 Ａ１位 Ｂ１位

14:30 Ａ２位 － Ｂ２位 ５位 ６位

15:10 Ａ１位 － Ｂ１位 ３位 ４位

16:00

17:00

２．会場案内図 ※各チームのベースキャンプは、本部の指示に従って下さいますようお願い致します。

開催 敢闘賞 敢闘賞

第１回 福田FCJ 勝原SC

第２回

第３回

第４回

第５回

敢闘賞

決勝戦

終了（退場） 　※地域への配慮から１７：００までの退場にご協力下さい。

閉会式 結果発表＆表彰・優秀選手発表＆表彰・代表御礼挨拶

準優勝

平成24年度 グランツカップ Ｕ－９　《対戦・進行表》

対戦結果

五位－六位決定戦

　予選リーグ

左ベンチ 審判割り当て

　予選リーグ

左ベンチ

開会式

三位

平成25年度

優勝

ＦＣグランツ梅田

平成26年度

開場 　※地域への配慮から　８：３０　以前の入場はご遠慮下さい。

三位決定戦

グランツカップ Ｕ－９　戦跡　《優勝チーム》

年度

大清水ＳＣ平成24年度 崇善FC明治FBS

 代表挨拶・優勝カップ変換（レプリカ授与）・選手宣誓・ルール諸注意説明

氏　名

チーム名

＜ キ 　リ 　ト　 リ 　セ 　ン ＞

優　秀　選　手　賞

平成28年度

平成27年度



◎ 東邦チタニウムグラウンド注意事項①

○駐車場がありません。

　駐車する際は

　　・イオン茅ヶ崎中央店（６時４５分～）

　　・市営駐車場（２４時間）

　いずれかをご利用ください。

　　・イオン茅ヶ崎中央店

　　　屋上駐車場は、体育館側入口より

　　　入場した場合に限り１日最大￥５００

　　・市営駐車場料金

　　　￥100/30分　5時間以上上限￥1000

○JR利用の場合

　東海道線茅ヶ崎駅北口より徒歩約10分

　相模線北茅ヶ崎駅より徒歩約10分弱

　　　北茅ヶ崎駅前にある工場出入口は

　　　使用禁止です。

　　　

茅ヶ崎駅より徒歩

工場出入口使用禁止

市営駐

車場

北茅ヶ崎駅より徒歩



◎ 東邦チタニウムグラウンド注意事項②

東邦チタニウムは、企業の社会的責任の観点から、交通安全を含む安全管理に厳しく臨んでおります。
上記のとおり、車の乗降、積み下ろし場所は厳守お願いします。

＊日陰がありません。各チーム、タープテント等をご用意ください。

前面道路は自転車専用通行帯

があり、駐停車禁止です。

乗り降り、荷物の積み下ろしは

しないでください。

グラウンド入り口

車の乗り降り、荷物の積み下

ろしは幹線道路から少し入っ

たところで行い、グラウンド入

り口にお回りください。

交差点より十分距離を空け


