
期　　日　： 令和５年３月２１日（火・祝）

会　　場　： 吉見総合運動公園サッカー場

主　　催　： フットボールクラブ　コリオーラ

第８回
コパ　コリオーラ
U-12　卒団大会



第８回　コパ　コリオーラ　U-12　卒団大会要項
目　　的： 日ごろからコリオーラと交流していただいているチームの皆様に感謝の気持ちを込めて、

選手たちが試合の交流を通して良い経験を積むことを目的とした大会にする。
さまざまな地域のチームとの交流で、選手・指導者の親交を深める。
今年度もコロナの影響で各大会が軒並み中止となっている中、少しでも多くの経験と思い出ができる
大会にする。

主　　催： フットボールクラブ　コリオーラ
大会期日： 令和５年３月２１日（火・祝）

＊予備日無し
大会会場： 吉見総合運動公園　少年サッカー場A・B

参加チーム： ・ばらきサッカークラブ（茨城県石岡市） ・大根ラディッシュ（神奈川県秦野市）
・ビートルイレブン（東京都板橋区） ・TTKサッカークラブ（東京東久留米市）
・高島平SC（東京都板橋区） ・FC池尻（東京都世田谷区）
・Aitoku　Reem（埼玉県さいたま市） ・チャレンジサッカークラブ（埼玉県狭山市）
・FC古谷（埼玉県川越市） ・FCコリオーラ（川越市）

大会形式： ・参加チームは、スポーツ障害保険に加入済みの６年生以下で構成されたチームとする。
・試合は８人制でおこなう
・試合時間は予選リーグ１２分ハーフ（１２－３－１２）・順位決定戦１５分ハーフ（１５－５－１５）とする
・選手の交代はリエントリー（再出場）可の自由交替とする。
・退場を命じられた選手は、次の１試合は出場することができない。
・１０チームを２ブロックに分け、５チームリーグ２ブロックとし、各リーグの順位を決定する
・リーグ戦の順位をもとに隣り合うリーグの同順位同士で順位決定戦をおこなう
・リーグ戦の順位は以下により決定する。
　　＊勝点（勝ち： ３　引き分け： １　負け：０）＞ 得失点差＞ 総得点＞ 同一カードの勝敗＞ 抽選
　　＊順位決定戦で時間内に決着がつかない場合はPK戦とする（３名）
・スパイクは、ポイント固定式のみ使用のこととする
・試合球は、双方持ち寄りとし、主審が決定する

　　　　　　　☆コリオーラの試み
・主審は対戦チーム同士の相互審判とします。カップ戦ですので勝敗がかかりますが、お互いフェアプレー
　の精神のもと、選手たちが心置きなくプレーできる環境づくりにご協力ください。
・副審は各チーム選手１名ずつ出していただきおこなってください。中学生になると副審は選手がおこなう
　ことが増えます。４月から中学生となる選手たちにぜひ経験を積ませてください。
・特に８人制になってから選手が副審をする機会が減っていしますので、ぜひ勉強のためにも！
・本大会規定以外は、（公財）日本サッカー協会『競技規則 ２０２１／２０２２』による。
・審判服の着用は義務としません。選手と見分けのつく服装で対応お願いします。（もちろん正装でも構いません）

大会参加費： ６０００円　当日受付でお支払いください
表　　彰： 優勝 トロフィー・賞状 準優勝 トロフィー・賞状

第３位 トロフィー・賞状 ４～１０位（敢闘賞）　　盾・賞状
各チーム１名　優秀選手賞　メダル
（各チームの指導者推薦の選手を当日自チーム試合の終了時までに本部にお知らせください）

確認事項： ・車の台数制限はありませんが、グラウンドに隣接する駐車場へは各チーム５台程度でお願いします。

　それ以上の車に関しましては、テニスコート脇にある舗装された駐車場など、公園内の
　他の場所への駐車をお願いします。
・開会式はおこないませんので、各チーム試合に間に合うようにお越しください
・閉会式もおこないませんので、各チーム試合が終了後本部にて表彰を受けて流れ解散とします
・会場が１７時完全撤収となっておりますのでご協力お願いします
・小雨決行ですが、雨の量によって開催ができない場合は、朝６時３０分に決定し各チームにご連絡させて
　いただきます。
　出発の関係で６時３０分より前の連絡が必要なチームは事前にお申し出ください。

お問い合わせ

ご不明な点は下記連絡先までお問い合わせください
FCコリオーラ　　代表　　引地　功一
　　　　　　　　　　℡   ０９０－３６８３－３２６２

     メール　parea_corriola2012@yahoo.co.jp



コパ　コリオーラ　対戦表
Aブロック Bブロック

FCコリオーラ FC古谷
TTK チャレンジサッカークラブ

ビートルイレブン 高島平SC
Aitoku　Reem FC池尻

ばらきサッカークラブ 大根ラディッシュ

試合数が多いため、日程が詰まっております。
各チームスムーズな進行にご協力お願いいたします。

対戦カード（少年サッカー場A） 審判 対戦カード（少年サッカー場B） 審判

① ９：００～ コリオーラ - TTK

審

判

は

相

互

審

判

９：００～ FC古谷 ‐ チャレンジ

審

判

は

相

互

審

判

② ９：３０～ ビートル - Aitoku ９：３０～ 高島平 ‐ FC池尻

③ １０：００～ ばらき - コリオーラ １０：００～ 大根 ‐ FC古谷

④ １０：３０～ TTK - ビートル １０：３０～ チャレンジ ‐ 高島平

⑤ １１：００～ Aitoku - ばらき １１：００～ FC池尻 ‐ 大根

⑥ １１：３０～ コリオーラ - ビートル １１：３０～ FC古谷 ‐ 高島平

⑦ １２：００～ TTK - Aitoku １２：００～ チャレンジ ‐ FC池尻

⑧ １２：３０～ ビートル - ばらき １２：３０～ 高島平 ‐ 大根

⑨ １３：００～ Aitoku - コリオーラ １３：００～ FC池尻 ‐ FC古谷

⑩ １３：３０～ TTK - ばらき １３：３０～ チャレンジ ‐ 大根

⑪ １４：００～
順位決定戦

15分ﾊｰﾌ
１４：００～

順位決定戦

15分ﾊｰﾌ

⑫ １４：４５～
3位決定戦

15分ﾊｰﾌ
１４：４５～

順位決定戦

15分ﾊｰﾌ

⑬ １５：３０～
決勝戦

15分ﾊｰﾌ
１５：３０～ ‐

各チーム試合終了後本部にて表彰を受け流れ解散

・審判について

コリオーラの試み
・主審は対戦チーム同士の相互審判とします。カップ戦ですので勝敗がかかりますが、お互いフェアプレー

　の精神のもと、選手たちが心置きなくプレーできる環境づくりにご協力ください。

（組合せ記載の左側が前半・右側が後半） ＊後半に審判をされた方は必ず試合結果を本部に報告してください

　また試合の合間の時間も指導者が審判で不在となり選手と過ごすことができないということのないように

　自チームの試合の審判を担当していただく形としてこの大会は運営します。

・副審は各チーム選手を１名ずつ出していただきおこなってください。中学生になると副審は選手がおこなう

　ことが増えます。４月から中学生となる選手たちにぜひ経験を積ませてください。

　また、大人の方でも、審判初心者という方も積極的に経験の場としてご利用ください

上記試みをご理解いただいたうえで、審判に対してのクレームはなさらないようご理解とご協力をお願いします

審判員が不足している場合は本部にお申し出ください（副審含む）

主審をされる方の服装は自由です。選手と見分けのつく服装でお願いします。

もちろん正装でのレフェリーも歓迎いたします。

副審は審判服の着用は必要ありません。



コパ・コリオーラ　U12大会対戦表

予選リーグ（１２分-３分ー１２分）
Aブロック コリオーラ TTK ビートル Aitoku ばらき 勝 負 分 得 失 得失点 勝点 順位

FCコリオーラ

TTK

ビートル

Aitoku

ばらき

予選リーグ（１２分-３分ー１２分）
Bブロック FC古谷 チャレンジ 高島平 FC池尻 大根 勝 負 分 得 失 得失点 勝点 順位

FC古谷

チャレンジ

高島平

FC池尻

大根ﾗﾃﾞｨｯｼｭ

会場諸注意とコロナウイルス感染予防への協力依頼について
【会場注意事項】
・会場は水道設備はありますが、飲料用としては推奨できませんので、各チームで飲料水はご準備
　ください。
・トイレは簡易トイレが公園内にありますが、気になる方は公園管理事務所にきれいなトイレがあります。
・公園内は色々な施設がありますので、車で進行の際は徐行にて走行してください。
・小さなお子様を連れられてくる方は、目を離さないようにお願いいたします。

【コロナ対策について】　＊必ずおよみください（チーム内での周知徹底をお願いします）

・コロナ対策に関しましては、政府の見解が収束に向けた方向に進んでいることから、できるだけ

　通常の形に戻しておこないたいと考えておりますが、すべてがOKというわけにはいきませんので

　参加される選手たちの当日の体調管理など、各チームの責任でご対応頂きますようお願いいたします。

・当日参加される選手、指導者のみ名簿の提出が必要となりますので、お手数ではございますが各チーム

　で、氏名のみで結構ですので当日名簿の提出を本部の方にお願いいたします。

　書式は問いません。

ご協力よろしくお願いいたします



コパ　コリオーラ　会場案内図

会場は「少年サッカー場A」と「少年サッカー場B」です。
場内は他団体もいますので、お車は徐行での運行をお願いします
１７時完全撤収となりますのでご協力お願いします。

吉見総合運動公園

住所：埼玉県比企郡吉見町今泉141(管理事務所)

　　試合会場
駐車場はこの２か所を主に

ご利用ください



優秀選手記入用紙

チーム名

フリガナ

選手名

自チームの最終試合が終わるまでに本部に提出してください


