
第12回

2018年12月26日（水）～12月29日（土）

青森県  　県立三本木農業高等学校

福島県  　県立安積高等学校

群馬県  　県立伊勢崎工業高等学校

群馬県  　利根商業高等学校

埼玉県  　浦和学院高等学校

埼玉県  　国際学院高等学校

埼玉県埼玉県  　狭山ヶ丘学園高等学校

埼玉県  　本庄東高等学校

神奈川県  SC相模原 U-18

神奈川県 県立瀬谷西高等学校

東京都  　実践学園高等学校

東京都    東京実業高等学校

東京都  　都立東久留米総合高等学校

東京都  　東京都  　都立東大和高等学校

東京都  　都立府中東高等学校

静岡県  　静岡北高等学校

京都府　　 福知山成美高等学校

八王子市　工学院大学付属高等学校

八王子市　明治大学付属中野八王子高
等学校

八王子市　都立松が谷高等学校

八王子市　八王子市　都立片倉高等学校

八王子市　都立八王子東高等学校

八王子市　都立八王子北高等学校

八王子市　八王子学園八王子高等学校









目指せ J リーガー 

高校部部長 佐藤 勝 

 
 今年も東京ユースサッカーフェスティバルの主旨に賛同していただき、京都

府や青森県などの遠隔地から参加していただいたチームを含め多くのチームに

参加していただく事が出来ました。大変、感謝しております。     
さて日本代表チームである森保ジャパンでは若手選手の活躍により、順調な

船出をしています。その若手選手の中でも八王子出身の選手が背番号１０をつ

けてチームの中心となり大活躍をしてくれています。年明けのアジア大会のメ

ンバーにも入り、さらなる飛躍をしてくれる事と期待しています。今回、参加

するユース年代の選手達も若手の代表選手の活躍に多いに刺激を受けているこ

とと思います。是非、フェスティバルに参加しているチーム、選手諸君もチー

ム力の向上、個々のスキルアップを目指し、日頃の練習の成果が充分に発揮出

来るよう頑張ってください。東京ユースサッカーフェスティバルがその役割を

果たしてくれると信じています。願いはこのフェスティバルを通して成長した

選手が J リーグで活躍してくれる事です。怪我、体調管理には充分に注意して

頑張ってください。 



2018 東京ユースサッカーフェスティバル要綱 

 

目 的 ： 全国規模の大会の実施を通じサッカー仲間の交流親睦を深め、ユース年代の技術・

戦術の向上をめざす。また、東京及び八王子のサッカーレベル、審判技術の質の向

上を追求するとともに、地域スポーツ文化の発信と 2020 年の東京オリンピック・

パラリンピックへ向かっての刺激のある大会となることを期待する。 

名 称 ： 2018 東京ユースサッカーフェスティバル 
主 催 ： 一般社団法人八王子サッカー協会 
主 管 ： 2018 東京ユースサッカーフェスティバル実行委員会 
後 援 

 
： 八王子市教育委員会・読売新聞東京本社・公益社団法人八王子観光協会 

三多摩サッカー連盟、ＮＰＯ法人東京スポーツビジョン２１ 
協 賛 ： 市内を中心とした大学、企業 
期 日 ： 2018 年 12 月 26 日（水）～29 日（土） 
会 場 

 
： 戸吹スポーツ公園、創価大学、工学院大学、 

明治大学付属中野八王子高等学校、首都大学東京 
拓殖大学八王子校舎サッカー場 
東京工科大学/日本工学院八王子専門学校    各会場 人工芝 

 

対 象 ： 八王子サッカー協会が認めるユース年代のチーム（24 チーム） 
（地元チーム、全国チームを予定） 

参 加 費 ： 20,000 円/チーム 
方 式 ： 予選リーグ（4 チーム×6 グループ）計 24 チーム 試合時間 70 分 

各グループ 1 位(6 チーム＋2 位上位 2 チーム)計 8 チームによる決勝トーナメント

及び順位下位トーナメントと 9 位以下交流リーグ戦(4 チーム×4 グループ)。 
※決勝トーナメントと順位下位トーナメントは同点の場合 PK 戦とし、 
決勝戦のみ延長 20 分 PK 戦とする。 

規 則 ： 2018 年度日本サッカー協会競技規則に準ずる。（交替人数は制限なし） 
一発退場は予選と決勝トーナメントは次試合停止とし予選終了時でリセットする。 

審 判 ： 協会審判委員会が主審担当(決勝トーナメントは主審、副審は協会が担当) 
※それ以外(予選リーグ、順位下位トーナメント)副審は各校より 1 名願います。 

表 彰 ： 1 位リーグ上位チームに対し表彰を行う。 
宿 泊 
弁  当 

懇親会 

： 
 

八王子市内ホテル(希望チーム) 
宿泊・輸送・弁当・懇親会については京王観光（株）八王子支店に依頼しています。 
ＴＥＬ会社 042-631-4721  ＦＡＸ042-631-8371 
Ｅメール： j.zaitu@keio-kanko.co.jp  担当：在津 (携帯)070-6940-2655 

※希望チームは直接、京王観光、在津まで申し込んで下さい。 

そ の 他 ： ・ 12 月 27 日(木)19 時より記念レセプションを開催します。 
・ Ｂ戦のマッチメイクは当該チームで調整してください、移動等は各チームでお

願いいたします。 
また審判も該当チーム同士で行って下さい。 

・ 試合中の負傷につきまして応急処置は行いますが、以降の対応は各チームでお

願いします。 
・  大会期間中、大会運営や関係各所、対戦相手に対し著しく行動規範に抵触す   

る行動をとった場合次年度以降の参加を断る場合もあります。 
協 会 
事 務 局 

： 担当： 会田 (八王子学園八王子高校)   携帯番号 090-8941-5659 

Ｅメール aida@hachioji.ed.jp 





２０１8東京ユースサッカーフェスティバル　スケジュール表（予選リーグ グループA～C）

Kick Off Kick Off Kick Off

13:00 八王子 福知山成美 13:00 松が谷 狭山ヶ丘 13:00 工学院 東久留米総合

14:20 安積 八王子北 14:20 府中東 三本木農 14:20 静岡北 SC相模原

Kick Off Kick Off Kick Off

9:30 八王子 安積 9:30 松が谷 府中東 9:30 静岡北 工学院

10:50 福知山成美 八王子北 10:50 狭山ヶ丘 三本木農 10:50 東久留米総合 SC相模原

12:10 12:10 12:10

13:30 八王子 八王子北 13:30 府中東 狭山ヶ丘 13:30 静岡北 東久留米総合

14:50 福知山成美 安積 14:50 松が谷 三本木農 14:50 工学院 SC相模原

※ 順位リーグ組合せは予選リーグの結果を踏まえレセプション時及び八王子サッカー協会のＨＰで発表します。

※ 各グループ先頭の高校が会場責任校です。

八王子北 府中東 東久留米総合

安　　積 狭山ヶ丘 静岡北

SC相模原

八王子 松が谷 工学院

Ａグループ Ｂグループ Ｃグループ

福知山成美 三本木農

２７日

対戦カード 対戦カード 対戦カード

２６日

戸吹スポーツ公園

創価大学戸吹スポーツ公園

創価大学 工学院大学

Ａグループ Ｂグループ Ｃグループ

対戦カード 対戦カード 対戦カード

工学院大学



２０１8東京ユースサッカーフェスティバル　スケジュール表（予選リーグ　グループD～F）

Kick Off Kick Off Kick Off

13:00 明中八王子 国際学院 13:00 片倉 本庄東 13:00 八王子東 浦和学院

14:20 実践学園 利根商業 14:20 東京実業 瀬谷西 14:20 伊勢崎工 東大和

　 　

Kick Off Kick Off Kick Off

9:30 利根商業 国際学院 9:30 片倉 東京実業 9:30 八王子東 伊勢崎工

10:50 明中八王子 実践学園 10:50 瀬谷西 本庄東 10:50 浦和学院 東大和

12:10 12:10 12:10

13:30 実践学園 国際学院 13:30 本庄東 東京実業 13:30 八王子東 東大和

14:50 明中八王子 利根商業 14:50 片倉 瀬谷西 14:50 浦和学院 伊勢崎工

※ 順位リーグ組合せは予選リーグの結果を踏まえレセプション時及び八王子サッカー協会のＨＰで発表します。

※ 各グループ先頭の高校が会場責任校です。

利根商業 瀬谷西 東大和

実践学園 本庄東 伊勢崎工

国際学院 東京実業 浦和学院

明中八王子 片　倉 八王子東

２６日

明中八王子

Ｄグループ Eグループ Fグループ

首都大学東京 拓殖大学

対戦カード 対戦カード 対戦カード

Ｄグループ Ｅグループ Ｆグループ

２７日

明中八王子

首都大学東京 拓殖大学

対戦カード 対戦カード 対戦カード



2018 東京ユースフェスティバル 

決勝トーナメント、下位順位トーナメント表 

 

東 29 日② 

                    戸 29 日② 

                      

※戸は戸吹スポーツ公園 ※東は東京工科大学/日本工学院専門学校 

 

試合時間 ① 9:30 ② 10:50 ③ 13:00 ④ 14:20 

 

決勝トーナメント、順位戦は同点の場合延長なし PK 戦、決勝戦のみ延長戦(20 分)PK 戦とする。 

決勝トーナメントの審判(主・副)は協会より出ます。 

下位順位トーナメントは主審のみ協会より出ますので、副審は各校 1 名づつ出してください。 

大会 3 日目の結果で 4 日の会場が変わりますのでご注意下さい。 

 

 

 トーナメント組み合わせ 

A1  D1  

B1  E1  

C1  F1  

?2  ?2  

 

            

       東 29 日①  

     戸 28 日④  東 28 日④ 

戸28 日①   戸28日②   東 28 日①  東 28 日② 

A1      B1      C1 

     戸 28 日③ 

   ?2      D1  

         

    E1      F1 

       東 28 日③ 

   ?2 

             戸 29 日①  

 



Kick Off Kick Off Kick Off Kick Off

9:30 9:30 9:30 9:30

10:50 10:50 10:50 10:50

12:10 12:10 12:10 12:10

13:30 13:30 13:30 13:30

14:50 14:50 14:50 14:50

Kick Off Kick Off Kick Off Kick Off

9:30 9:30 9:30 9:30

10:50 10:50 10:50 10:50

２０１８東京ユースサッカーフェスティバル　スケジュール表（交流リーグ）

２９日

工学院大学 明中八王子 創価大学

拓殖大学

対戦カード 対戦カード 対戦カード 対戦カード

２８日

工学院大学 明中八王子 創価大学

交流Ａグループ 交流Ｂグループ 交流Ｃグループ 交流Dグループ

拓殖大学

対戦カード 対戦カード 対戦カード 対戦カード






















