
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23年（2011年）2月13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】 神戸少年サッカークラブ （静岡県富士市）

横浜川和FC （横浜市都筑区）

宮崎サンキッズ （川崎市宮前区）

大谷戸SC         （川崎市中原区）

下河原NSC （川崎市 幸区）

川崎中央キッカーズ （川崎市高津区）

【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】日本サッカー協会サッカー競技規2010/2011

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。

【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、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。

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）

第２回優勝：神戸（ごうど）少年サッカークラブ
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川崎中央キッカーズ（川崎市高津区）
FP 緑白緑 GK 赤黒黄

この度は、第３回川崎中央杯に御参加ありが
とうございます。1993年の創立以来の目標の
ひとつであった大会の主催を一昨年、実現す
ることができ、ようやく３回目を迎えることがで
きました。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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第3回 川崎中央キッカーズ杯争奪少年サッカー大会 組合せ＆スケジュール
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キッカーズ11:00～11:35

下河原NSC神戸FC本部宮崎
サンキッズ横浜川和FC10:20～10:55
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⑦⑧⑨神戸少年サッカークラブ
（静岡県富士市）
FP 黄黄黄 GK 赤赤赤

静岡県富士市の北部にあります。神戸（ごう
ど）少年サッカークラブです。
川崎招待の開催おめでとうございます。
毎年、ご招待いただきありがとうございます。
今年は6年生が4名ですが、チームワークと連
携プレイで、昨年、獲得した優勝カップを、そ
のまま持ち帰れますよう全力でがんばります。
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宮崎サンキッズ（川崎市宮前区）
FP青白青 GK 緑黒黒

川崎市宮前区の宮崎サンキッズと申します。
日頃は宮崎小学校で活動しています。
近隣の生徒を中心に活動しており、突出した生
徒はいません。
部員１８人が助け合い、切磋琢磨しながら６年
間頑張って練習してきました。
川崎中央キッカーズ杯では、６年間の集大成と
して、（結果はともかく）全員が持てる力を全て
出し切りたいと思います。
堅い守備から猛然とゴールを目指すサンキッ
ズのサッカーを、是非ご覧ください。
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下河原Nサッカークラブ（川崎市幸区）
FP 白黒縦縞 黒白 GK オレンジ

1991年設立され、小学生の少年少女を対象と
した神奈川県川崎市幸区を拠点に活動する
サッカーチームです。第3回川崎中央杯にご
招待頂き、ありがとうございます。6年生にとっ
ては本当に最後の大会となりますのでチーム
一丸となって思い出に残る大会にしたいと思
います。優勝目指して頑張るぞ！
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横浜川和FC （横浜市都筑区）
FP 白白水色 GKグレー

横浜川和FCは横浜市都筑区の川和東小学校
を拠点に活動する少年少女サッカークラブです。
1998年にスタートしたクラブは、チャレンジ精神
をﾓｯﾄｰに中学・高校年代へ繋がる基礎技術の
習得と青少年の健全な育成を目標としています。
現在、約100名のサッカー大好き少年少女が元
気にボールを追いかけています。
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大谷戸SC （川崎市中原区）
FP 赤白黒 GK 灰白黒

「いつでもサッカーを！そしていつまでもサッ
カーを楽しく！」をモットーに、川崎市中原区で
活動していう少年サッカーチームです。
現在、６年生12名とギリギリの人数ですが、一
人一人が強い気持ちを戦っています。
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