
1 目的　

2 主催

3 期日 ３０年１０月１４日（日）　予備日　２０日（土）

4 会場　   末広小　2面

5 参加費 　

6 競技方法　 ａ　

ｂ

ｃ

ｄ メンバー表及び交替表は不要、自由な交代8人制ルールで審判は　3人制

ｅ

7 表彰 １位トーナメント　　　　

２位

3位

敢闘賞 　楯

8 その他 ａ

ｂ

ｃ 雨天中止は　ＡＭ６：３０まで連絡します。それ以降は、会場にて決定します。

ｄ 車は４台以内７時３０分以後に　チーム名を明記して駐車でお願いします

8

連絡先

監督 秋場益男 ℡

携帯

ＦＡＸ

ｅメール masuoaｋｉba16222@yahoo.co.jp

　楯

　楯　

４チーム　　　　　楯

競技中の事故、怪我については、応急処置は行うが、その後は各チームの

責任にておねがいします、

審判については、各チーム２名(審判服着用試合開始５分前集合）の

ご協力をお願いします。

0463-75-4287

090-3330-3633

0463-34-1449

２面

　　　第３回くずはカップ　３年生大会 要綱　　8人制 

　子供達の健全なる育成に努力し、各チームとこれからも交流を深める為に協力を期待します。

　くずは台キッカーズ

優勝　　　　　　　楯　金メタル　14個

6000円

８チームを２ブロック分け　予選リーグ行い　順位決定戦

　試合時間　３０分（１５－５－１５）

予選リーグは　勝3点　　ＰＫ勝２点　ＰＫ1負１点　

　但し　同点の場合は　得失点　総得点　対戦　ＰＫ戦で決定する。

　警告退場はその試合のみ

全チーム4試合ありますので全員参加で楽しみたいと思います。　



１５分ハーフ ８人制

ＮＯ 時間 主審 副審 副審

1 9:00 ━ 小松原 南が丘 南が丘

2 9:40 ━ くずは くずは クレセール

3 10:20 ━ 小松原 南が丘 南が丘

4 11:00 ━ 鶴巻 くずは くずは

5 11:40 ━ 東 南が丘 南が丘

6 12:20 ━ 中井 くずは くずは

7 13:20 Ａ ３位 一 Ｂ ３位 Ａ－１位 Ａ－１位 Ｂ－１位

8 14:00 Ａ １位 優勝戦 Ｂ １位 本部 Ａ一3位 Ｂ一3位

１５分ハーフ ８人制

ＮＯ 時間 主審 副審 副審

　　　① 9:00 ━ 戸田 東 くずは

　　　②　 9:40 ━ 鶴巻 中井 中井

　　　③ 10:20 ━ 東 小松原 小松原

　　　④ 11:00 ━ 中井 クレセール クレセール

　　　⑤ 11:40 ━ 小松原 小松原 戸田

　　　⑥ 12:20 ━ クレセール 鶴巻 鶴巻

　　　⑦ 13:20 Ａ ４位 一 Ｂ ４位 Ａ一2位 Ａ－２位 Ｂ－２位

　　　⑧ 14:00 Ａ ２位 三位決定 Ｂ ２位 Ａ一4位 A一4位 Ｂ一4位

　　　⑨　

　　　⑩

　　　⑪

試合組合せ及び審判割り当て　　　　　　　　　　　　３０年度　3年

　　Ａコート　プール側　　　　　　　　　

対戦相手

くずは台　Ｋ クレセール

対戦相手

南が丘　ＳＣ 小松原　ＳＣ

くずは台　Ｋ 鶴巻　Ｄ

南が丘　ＳＣ 東

くずは台　Ｋ 中井　ＦＣ

南が丘　ＳＣ 戸田　Ｂ

　　Ｂコート　正門側　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鶴巻　Ｄ 中井　ＦＣ

東　ＦＣ 戸田　Ｂ

クレセール 中井　ＦＣ

戸田　Ｂ 小松原　ＳＣ

鶴巻　Ｄ クレセール

東　ＦＣ 小松原　ＳＣ



チーム名 くずは台　Ｋ ＦＣ　中井 クレセール 鶴巻　Ｄ 勝点 得点 失点 得失点 順位

くずは台　Ｋ

ＦＣ　中井

クレセール

鶴巻　Ｄ

チーム名 南が丘　ＳＣ 東　ＦＣ 戸田 Ｂ 小松原　ＳＣ 勝点 得点 失点 得失点 順位

南が丘　ＳＣ

東　ＦＣ

戸田　Ｂ

小松原　ＳＣ

予選リーグ組み合わせ　　　　

　Bブロック　4チーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　Aブロック　4チーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



敬省略

参加チーム 代表又は連絡者 連絡先

くずは台　Ｋ 秋場　益男

鶴巻Ｄ(秦野） 細井　清

東ＦＣ(秦野） 西村　辰巳

戸田ベイヤーズ(厚木） 早川 興冶

南が丘ＳＣ（秦野） 阿部　義次

小松原　ＳＣ（座間） 亀井　富士夫

クレセール（厚木） 安本 昌久

ＦＣ中井 簑島まさる

くずはカップ　4年　参加チーム



１５分ハーフ ８人制

ＮＯ 時間 主審 副審 副審

1 9:00 くずは台　Ｋ ━ クレセール 小松原 南が丘 南が丘

2 9:40 南が丘ＳＣ ━ 小松原　ＳＣ くずは くずは クレセール

3 10:20 くずは台　Ｋ ー 鶴巻 小松原 南が丘 南が丘

4 11:00 南が丘ＳＣ ━ 東　ＦＣ 鶴巻 くずは くずは

5 11:40 くずは台　Ｋ ━ 中井ＦＣ 東 南が丘 南が丘

6 12:20 南が丘ＳＣ ━ 中井 くずは くずは

7 13:20 Ａ一3位 一 Ｂ一3位 Ａ－１位 Ａ－１位 Ｂ－１位

8 13:20 Ａ一１位 優勝戦 Ｂ一1位 本部 ７勝 ７負

9

10

11

１５分ハーフ ８人制

ＮＯ 時間 主審 副審 副審

　　　① 9:00 鶴巻Ｄ ー ＦＣ　中井 戸田 東 東

　　　②　 9:40 東　ＦＣ ー 戸田　Ｂ 鶴巻 中井 中井

　　　③ 10:20 クレセール ー ＦＣ　中井 東 小松原 小松原

　　　④ 11:00 戸田　Ｂ ━ 小松原　ＳＣ 中井 クレセール クレセール

　　　⑤ 11:40 鶴巻Ｄ 一 クレセール 戸田 小松原 小松原

　　　⑥ 12:20 東　ＦＣ ━ 小松原　ＳＣ クレセール 鶴巻 鶴巻

　　　⑦ 13:20 Ａ一4位 Ｂ一4位 Ｃ－１位 Ｃ－１位 Ｄ－１位

　　　⑧ 14:00 Ａ一2位 三位決定戦 Ｂ一2位 ⑦勝 ⑦負 ⑦負

　　　⑨　

　　　⑩

　　　⑪

対戦相手

試合組合せ及び審判割り当て　　　　　　　　　　　　３０年度　３年

　Ａコート　プール側

対戦相手

　　Ｂコート正門ト側　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

戸田　Ｂ
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