
大会要項大会要項

【趣旨】 サッカーを通じて、心身の健全な発達と

地元チーム及び招待チームとの交流を図る。

【主催】 川崎中央キッカーズ

【日時】 平成22年（2010年）2月28日(日) 8:40～16:00

【会場】 富士通厚木総合グラウンドビッグサーカス

【参加チーム】

神戸少年サッカークラブ （静岡県富士市）

大曽根SC （横浜市港北区）

向丘SC （川崎市宮前区）

津田山FC         （川崎市高津区）

G･H･U(ｺﾞｰﾙ･ﾊﾝﾀｰ･ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ)（川崎市高津区）

川崎中央キッカーズ （川崎市高津区）

計６チーム

【対象】 ４～６年生の小学生で構成されたチーム

【参加費】各チーム5000円

【表彰】 優勝、準優勝、第３位のチーム及び

最優秀選手１名、優秀選手５名に授与する。

【競技規則】

日本サッカー協会「平成20年度競技規則」による。

但し、試合時間：30分（15分-5分-15分）、

ボール：４号球 選手交代：自由

スパイク：取り替え式ポイントのスパイクは禁止

サッカーゴール：大人用サイズ

フィールド：人工芝、大人用サイズ

【試合方法】

３チームによる予選リーグ及び、順位決定戦

リーグ戦では、勝点（勝３、引分１、負０）、

得失点差、総得点、当該チームの対戦成績、

コイントスによる抽選で順位を決定する。

順位決定戦は予選リーグの同順位のチームが

対戦する。決勝、３位決定戦が同点の場合は

延長戦は行わず、PK戦を行う。

【審判】 審判服を着用の上、試合日程表の審判割り当てに

ご協力ください。

【備考】 荒天の場合を除き、雨天決行です。

昼食は各自で用意してください。

ゴミは各自で持ち帰ってください。

駐車場は多少余裕はありますが

できるだけ相乗りでお願いします。

【大会速報】http://kck.sblo.jp/ に掲載します。

会場案内図会場案内図

富士通厚木総合グラウンドビッグサーカス
多目的グラウンド（人工芝）
〒243-0213 神奈川県厚木市飯山３９０２
（東名高速道路厚木ＩＣより車で約30分）

【利用についての注意】
人工芝上では、禁煙となっております。

競技施設および用器具・備品などを利用中に破損・紛失し
たときは、大会本部にお知らせください。
自家用車を利用される方は所定の駐車場をご利用ください。

第１回優勝：川崎中央キッカーズ



川崎中央キッカーズ
川崎市高津区 FP■□■ GK■■■

1993年の創立以来の目標のひとつであっ
た大会の主催を昨年、実現することができ
ました。今回は２回目でまだまだ経験不足で
はありますが、選手、スタッフ一同、一致団
結して大会の成功と優勝をめざします。
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13:00～13:20

津田山FCＧＨＵ大曽根SC川崎中央向丘SC12:20～12:55

Ａ３位

Ｂ１位

副審

B２位

Ａ３位

副審

表彰式・閉会式・記念写真撮影15:25～15:45

Ａ２位Ｂ１位Ａ１位14:45～15:20

Ｂ３位Ｂ２位Ａ２位14:05～14:40

主審対戦等Ｂブロック

Ａ１位Ａ１位 Ｂ１位Ｂ１位

優勝優勝

Ａ２位Ａ２位 Ｂ２位Ｂ２位

第３位第３位

Ａ３位Ａ３位 Ｂ３位Ｂ３位

第５位第５位

⑦⑧⑨

神戸少年サッカークラブ
静岡県富士市 FP■■■ GK■■■

1994設立、 富士愛鷹山麓の５つの小学
校から集まった子供達の少年団です。週に
一度の練習ですが、子供達はこつこつスキ
ルを上げてきました。コーチ指導のおかげで、
個々の個性を生かした、とても元気なチー
ムになりました。

6年は昨年もこのフィールドに立ちましたが、
優勝カップを持ち帰ることができませんでし
た。昨年の雪辱です。仲間を信じて、フィー
ルドもベンチも最後まで戦い抜きます。
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川崎市高津区 FP■□■ GK■■■

川崎市高津区橘中学校区を中心に活動して
います。“Enjoy Soccer Life”をモットーに毎週
練習をしてきました。1987年に創立、今年で23
年になります。どうぞよろしくお願いします。
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向丘SC
川崎市宮前区 FP■■■ GK■■■

川崎中央キッカーズの皆様、この度はご
招待いただきありがとうございます。

ダメ出し連続の15人でしたが、いつの日か
らか一人一人の努力とハートで最高の仲間
となった今・・・大切な仲間に感謝！コーチ
に感謝！親達のエールに包まれ！
15人全員サッカーで最後のKick Off!!
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大曽根スポーツクラブ
横浜市港北区 FP■■■ GK■■■

横浜市港北区で活動しております大曽根ス
ポーツクラブです。当クラブは、地域の子供たち
の健全な育成を目的に1973年に創部されまし
た。現在は約70名の子供たちと11名のボラン
ティアコーチで週末練習に励んでいます。ボー
ルを止める、蹴る、運ぶ技術を学ぶことよりも、
サッカーを通じてひとりの人間として成長してい
くことが重要ととらえ、自分で考え、正しく判断し、
行動のできる、自立したプレイヤーの育成を目
指しています。川崎中央キッカーズ杯に初めて
の参加であり、５年生以下で臨みますが、楽しく、
実りのある大会にしたいと思います。この大会
を企画・運営いただく川崎中央キッカーズ様を
はじめ、ご参加の各チームの関係者に感謝申
し上げます。
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津田山FC
川崎市高津区 FP ■□■ GK■■■

津田山FCは、高津区の下作延小学校、上作
延小学校の児童を中心に５つの小学校から選
手が集まっています。1978年創立の伝統ある
クラブです。一昨年前にFC創始者である高田
峰生先生がお亡くなりになり、その後は父兄
コーチが中心となって盛り立ててきました。今
年の6年生である26期生は、低学年時から人
数が少なく、27期生と合同で戦ってきました。
優勝をめざしてベストを尽くします。
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第１回の記録
優 勝：川崎中央キッカーズ
準優勝：パープルズ上作延SC
第３位：東門前ファイターズ
第４位：神戸少年サッカークラブ
第５位：ミキFC、大空KSC
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