
ふじき杯サマーカップＵ-１２ 大会開催要項 

 

１．主旨      ・参加各チーム相互の交流を深めるとともに、サッカー技術の向上と心身ともに健全でたくま

しい少年を育成することを目的として本大会を開催致します。 

２．主催      ・高津区サッカー連盟トレセン委員会、ふじき整骨院 

３．協賛      ・ふじき整骨院 

          ・株式会社ＤＧ Life Design 

４．開催日     ・２０１７年７月１６日（日） 

５．会場      ・川崎市北見方少年サッカー場 

          （東急田園都市線二子新地駅より徒歩１５分） 

６．対象学年    ・６年生以下でスポーツ傷害保険等に加入し保護者の承諾を得ている者。 

７．参加チーム   ・全７チーム 

           宮前区トレセン・幸区トレセン・港北区トレセン・港南区トレセン 

           ＳＣＨ・中野島ＦＣ・高津区選抜 

８．競技方法    ・１１人制 全７チーム総当たり戦 

                   ・試合時間は２０分１本 

          ・熱中症対策として、試合中に給水タイム又はクーリングブレイク（２分）を取り入れます。 

※給水タイム及びクーリングブレイクは本部で判断する 

          ・リーグ戦は勝ち３、引き分け１、負け０の勝ち点とし、勝ち点が並んだ場合は、 

          ①当該チームの結果②得失点差③総得点④サドンデスＰＫ戦（本部審判） 

          ・選手交代及びベンチの人数に制限なし。 

          ・試合球は４号検定球を使用（本部で用意） 

９．参加費     ・￥５,０００ 

１０．表彰等    ・優勝、準優勝、第三位のチームにはトロフィーと賞状 

          ・各チーム１名優秀選手賞を選出し、盾を授与します。 

１１．審判      ・各チームで主審のご協力をお願い致します。 

           ・副審につきましては、高津区の NPO ENJOY SC U-15（中学 1 年生）が担当致し 

ます。 

１２．用具      ・ユニフォームは２種類ご用意をお願い致します。 

           （ビブスの場合は番号付きでお願い致します。） 

１３．注意事項    ・試合中の怪我につきましては、ふじき整骨院で対応いたしますが、その後は各チーム及び

保護者の責任においてご対応願います。 

           ・ゴミは各チーム持ち帰りをお願い致します。 

           ・会場に日かげがありません。各チームでテント（タープ）をご用意ください。 

１４．駐車場     ・大会会場より約１ｋｍ北、二子新地駅近くの河川敷に公営駐車場がありますが、 

当日はバーベキューを楽しむ方も多く、時間によっては駐車場に車を止めること 

が困難な状況が予想されます。 

           ・近隣には小規模なコインパーキングがいくつかあります。 



１５．熱中症予防   ・各チームで選手の体調管理をお願い致します。特に水分、塩分の補給をお願い致します。 

                    ・状況に応じて前・後半中に給水タイムを設けます。ランニングタイムで実施します。 

１６．怪我の対応   ・ふじき整骨院の特設ブースを本部横に設けます。当日の怪我やテーピングが必要な選手

は対応致します。 

１７．落雷時の対応  ・大会開催中に落雷が発生した場合は次のように対応する 

           ①大会本部 

            ・インターネットで「雨量・雷情報」随時チェックする。 

            ・周辺地域の雷情報を確認した時点で、速やかに大会本部が対応を協議する。 

           ②落雷発生 

            ・速やかに試合を中断、大会本部の指示に従う。 

            ・主審は必ず試合中断時点の試合経過時間を本部に報告してください。 

           ③状況の確認は 40 分を目安として大会本部の判断で(1)再開、(2)中止の決定 

            (1)落雷の終息、落雷が収まったことを確認し、大会本部の判断で試合再開する。 

             ・中断した試合は中断からの残り時間を行う。 

             ・以降の試合については、大会可能時間帯を試合数で分割し、本部が大会時間を決定

する。 

            (2)落雷の継続や豪雨 

             ・大会中止を宣言する。※高津区４種サッカーblog に掲載する。 

           ④落雷発生からの試合再開方法 

            ・試合再開は原則ドロップボールで再開する。 

            ・特殊な状況で中断した場合については、大会本部が再開を決定する。 

           ⑤落雷発生による中止の場合の順位決定方法 

            ・順位決定方法は大会要項の順位決定ですが、状況により大会本部で判断し決定方法を

変更する場合があります。 

１８．光化学スモッグの対応 

           ・大会開催中に「光化学オキシダント警報」または「光化学オキシダント注意報」が発令

された場合、次のように対応する。 

           ①大会本部 

           ・市区町村が発信する情報を確認する（サイレン後放送がある場合もある） 

           ・大会本部は「光化学オキシダント警報」または「光化学オキシダント注意報」を確認し

た時点で、速やかに対応を協議する。 

           ②光化学オキシダント警報の場合 

           ・大会本部は即時に試合を中断し、大会終了を宣言する。 

           ③光化学オキシダント注意報 

            大会本部は各チームに次のような症状がでる関係者がでているか確認する。 

            ・目がちかちかする、目が痛い、涙がでる 

            ・のどが痛い、せきが出る、息苦しい 

            ・吐き気がする、頭痛がする 



            ※症状が確認された場合、大会本部は速やかに試合を中断し、終了を宣言する。        

           ④光化学スモッグによる大会中止の場合 

            落雷発生による大会中止の場合の順位決定方法と同様とします。 

１８．中止連絡    ・中止の場合、当日の朝６時頃までに担当者に連絡致します。 

           ・高津区４種サッカーblog にも掲載致します。 

                        http://takatsuku-category4.sblo.jp/s/ 

１９．連絡先     ・高津区サッカー連盟 トレセン委員会事務局 須藤（090-3504-4941） 

           ・ ふじき整骨院 院長 藤木 亮以 

            〒216-0003 川崎市宮前区有馬 1-1-4 （044-865-0667） 

            http://fujiki-seikotsu.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 宮前区 幸区 港北区 港南区 ＳＣＨ 中野島 高津区 勝点 得失点 順位 

宮前区           

幸区           

港北区           

港南区           

ＳＣＨ           

中野島           

高津区           

≪大会スケジュール≫ 

 時間 チーム スコア チーム 主審 副審 

 ８：００             本部受付開始 

① ８：３０ 宮前区  ｖｓ  中野島ＦＣ 高津区 本部 

② ８：５５ 高津区  ｖｓ  幸区 宮前区 本部 

③ ９：２０ ＳＣＨ  ｖｓ  港北区 港南区 本部 

④ ９：４５ 港南区  ｖｓ  宮前区 ＳＣＨ 本部 

⑤ １０：１０   中野島ＦＣ  ｖｓ  港北区 幸区 本部 

⑥ １０：３５ ＳＣＨ  ｖｓ  高津区 港北区 本部 

⑦ １１：００ 幸区  ｖｓ  港南区 中野島 本部 

⑧ １１：２５ 港北区  ｖｓ  宮前区 高津区 本部 

⑨ １１：５０ 中野島  ｖｓ  ＳＣＨ 宮前区 本部 

⑩ １２：１５ 高津区  ｖｓ  港南区 ＳＣＨ 本部 

⑪ １２：４０ 幸区  ｖｓ  港北区 港南区 本部 

⑫ １３：０５ 宮前区  ｖｓ  ＳＣＨ 幸区 本部 

⑬ １３：３０ 中野島ＦＣ  ｖｓ  幸区 港北区 本部 

⑭ １３：５５ 港北区  ｖｓ  高津区 中野島 本部 

⑮ １４：２０ 中野島ＦＣ  ｖｓ  港南区 高津区 本部 

⑯ １４：４５ ＳＣＨ  ｖｓ  幸区 宮前区 本部 

⑰ １５：１０ 高津区  ｖｓ  宮前区 港南区 本部 

⑱ １５：３５ 港南区  ｖｓ  港北区 ＳＣＨ 本部 

⑲ １６：００ 高津区  ｖｓ  中野島ＦＣ 幸区 本部 

⑳ １６：２５ 宮前区  ｖｓ  幸区 港北区 本部 

㉑ １６：５０ ＳＣＨ  ｖｓ  港南区 中野島 本部 

 １７：３０              表彰式 
 


