
グループ表 A～Cグループ

E1 F1 G1

E2 F2 G2

E3 F3 G3

E4 F4 G4

◇開会式（13：40～） 対戦表 A～Cグループ

試
合

時間 主審 補助審判 主審 補助審判 主審 補助審判

1 14:00 ALL- Z VS
公田サッカースポーツ少年

団
北大和フットボールクラブ FC南台 SCむげん VS ゆりのきFC ハリマオサッカークラブ サザンFC FC南瀬谷 VS 逗子リトルサッカークラブ Tips FC松林シ゛ョーズ

2 14:15 北大和フットボールクラブ VS FC南台 ALL- Z 公田サッカースポーツ少年団 ハリマオサッカークラブ VS サザンFC SCむげん ゆりのきFC Tips VS FC松林シ゛ョーズ FC南瀬谷 逗子リトルサッカークラブ

3 14:30 ALL- Z VS 北大和フットボールクラブ 北大和フットボールクラブ FC南台 SCむげん VS ハリマオサッカークラブ ハリマオサッカークラブ サザンFC FC南瀬谷 VS Tips Tips FC松林シ゛ョーズ

4 14:45
公田サッカースポーツ少年

団
VS FC南台 ALL- Z 北大和フットボールクラブ ゆりのきFC VS サザンFC SCむげん ハリマオサッカークラブ 逗子リトルサッカークラブ VS FC松林シ゛ョーズ FC南瀬谷 Tips

5 15:00 FC南台 VS ALL- Z 公田サッカースポーツ少年団 FC南台 サザンFC VS SCむげん ゆりのきFC サザンFC FC松林シ゛ョーズ VS FC南瀬谷 逗子リトルサッカークラブ FC松林シ゛ョーズ

6 15:15
公田サッカースポーツ少年

団
VS 北大和フットボールクラブ FC南台 ALL- Z ゆりのきFC VS ハリマオサッカークラブ サザンFC SCむげん 逗子リトルサッカークラブ VS Tips FC松林シ゛ョーズ FC南瀬谷

公田サッカースポーツ少年団

第2回神奈川県キッズサッカーフェスティバルU-8 グループ表（A～C） 午後

FC南台

グループB

SCむげん

ゆりのきFC

サザンFC

グループA

北大和フットボールクラブ

グループC

U-8 (午後)

Aコート

FC南瀬谷

逗子リトルサッカークラブ

Tipsハリマオサッカークラブ

FC松林シ゛ョーズ

Bコート Cコート

ALL- Z



チーム代表者各位

この度は、『第 2 回神奈川県キッズサッカーフェスティバル U-8in 日産スタジアム』にエントリー頂き、

ありがとうございました。

子供たちには、このピッチでプレーする事で将来、J リーガーを目指し日本代表のユニフォームを着て再

び日産スタジアムに戻ってくる夢を持ってほしいと思います。

夢を実現するためにも、今は楽しく、笑顔でボールを追いかけてもらいたい・・・。

そこで、11 月 4 日（日）は皆様のご協力を賜り、たくさんの「笑顔」に出会える

一日にしたいと願っております。さて、下記にて注意事項等、お知らせします。よろしくお願い致します。

記

☆ 「日産スタジアムからのお願い」

・現在、芝の状況が悪く、「FIFA クラブワールドカップ ジャパン」の開催に伴い、ピッチの使用方法を

考慮してほしい(芝保護の為)と依頼されました。

上記により、ピッチサイズが変更になりました。(別紙参照)

ご理解、ご協力の程よろしくお願い致します。

・ボールを使用したアップはできません。ボールは持って来ないようにして下さい。

・お車でお越しの方は、チーム一台「駐車カード」を送りますので、ダッシュボードに、掲示して「新横

浜公園交差点」より(右折のみ・・・フリーマーケット開催に伴い。)S1 駐車場に駐車して下さい。

・参加チームに対して 3 名の方がスタッフとしてピッチに入れます。（当日パスカードを配布します）、［ヒ

ールの付いた靴］や［スパイク］等は禁止です。（審判の方、含む。また、小学生のスタッフは、不可。）

運動靴・トレーニングシューズを使用して下さい。また、ピッチ内での写真・ビデオ撮影は、禁止です。

・当日、ゴミ箱は使用出来ません。各自、必ずお持ち帰り下さい。

（保護者の方への連絡を徹底して下さい。）

☆「悪天候中止の連絡」

・小雨決行、致します。悪天候（大雨）、天災（地震・雷等）により中止の場合は、キッズ部会より当日、

朝 6：00 より連絡します。

☆「審判担当の方へ」

・午前のチーム 9：00 午後のチーム 12：40 「215 室」集合。

当日は、審判割り当てにて（当日配布）［8 人制サッカールールと審判法］に沿って、

行って頂きます。（神奈川県サッカー協会 審判委員会より講師を招き、レクチャーして頂きます）

［8 人制サッカールールと審判法］の小冊子を持参して下さい。（お持ちでない方は、

インターネットにて［8 人制サッカールールと審判法］を検索し、全 16 ページをプリントアウトして下

さい。）

「審判服」をご持参下さい。

チームの審判を担当する方は、審判部高野に 10 月 28 日 17:00 までにメールを入れて下さい。(別紙参照)

以上

◇お問い合わせ

（社）神奈川県サッカー協会 キッズ部会 大塚 宏



第 2 回神奈川県キッズサッカーフェスティバル U-8 実施要項・注意事項

日 時 2012・11・ 4（日）

会 場 日産スタジアム

当日スケジュール

午 前 午 後 内 容

8:20 12:40 チーム代表者集合 (会場準備お手伝い)

9:20

10:00

13:00

13:40

スタンド開場 (選手・保護者スタンド入場)

開会式・選手宣誓

10：20

10：35

10：50

11：05

11：20

11：35

14:00

14:15

14:30

14:45

15:00

15:15

第 1 試合開始 （１０分１本）

第 2 試合開始 （１０分１本）

第 3 試合開始 （１０分１本）

第 4 試合開始 （１０分１本）

第 5 試合開始 （１０分１本）終了チームから解散

第 6 試合開始 （１０分１本）終了チームから解散

12：10 16:00 チーム代表者集合 (片付けお手伝い)

注意事項

1. 大雨（小雨決行）や強風の時は中止となる場合があります。中止の場合は各チームに連絡をします。

6:00 に判断し、中止の場合は早めに各チームの当日連絡先に連絡します。

携帯のマナーモード・電源にはご注意ください。

2. 保護者の方の駐車場は第 1 駐車場（有料）をご利用ください。

チーム代表者は「S1 駐車場(管理事務所)」。各チーム一台です。ダッシュボードに別紙の

「駐車カード」をご提示下さい。(審判の方は、第 1 駐車場をご利用下さい。)

3. 閉会式は行いません。選手・保護者は試合時間に合わせて解散になります。

4. ピッチ内の飲み物は水以外持ち込めません。

5. ピッチ内には選手と指導者３名までが入場出来ますが、ヒールなど尖った靴では入場できません。

また、ピッチ内での写真・ビデオ撮影は禁止です。保護者の観戦は指定の場所でお願いします。

6. 当日選手や兄弟はボールを持ってこないように指示してください。

7. 午前チーム代表者は当日 8:20 に集合してください。準備のお手伝いをお願いします。

午後チーム代表者は終了後片付けのお手伝いをお願いします、

☆当日の緊急連絡先

当日緊急の連絡は下記担当者までご連絡ください。

キッズ部会 部会長 大塚



第 2 回神奈川県キッズサッカーフェスティバル U-8・当日スケジュール

午前参加チーム in 日産スタジアム

時 間 内 容

８：００

８：２０

9:00 審判集合(215 室)

９：１０

９：２０

10：00

10：20

10：35

10：50

11：05

11：20

11：35

11：50

12：10

スタッフ駐車場Ｓ1（日産スタジアム管理事務所）

正面玄関・通用口 開錠

215 室 大会運営室 荷物置き

午前参加チーム代表１人・ピッチ前集合

コート・ライン準備

荷物降ろし、ゴール組み立て・本部準備

準備完了（ゴールはピッチの外）

午前代表者本部前集合 パス配布（1 チーム３枚）

西ゲート開場 パスのない人はグランドには降りられない。

各チーム準備運動

（芝には入らない・アンツーカーの所で行う）

開会式・選手宣誓（Ａ1 チーム） （ゴールピッチ上に移動）

第 1 試合 10 分

第 2 試合 10 分

第 3 試合 10 分

第 4 試合 10 分

第 5 試合 10 分（終了チームから解散）

第 6 試合 10 分（終了チームから解散）

（ゴールはピッチの外）

午前チーム退場

午前代表者本部前集合 パス回収 解散

入れ替え時 12：15～13：00 スタンドには選手、保護者は入れない。

午後参加チーム

時 間 内 容

１２：４0

12:40審判集合(215集

合) 13:00

13：40

14：00

14：15

14：30

14：45

15：00

15：15

15：30

16：00

215 室 大会運営室 荷物置き

午後代表者本部前集合 パス配布（1 チーム３枚）

午後チーム開場 パスのない人はグランドには降りられない。

各チーム準備運動

（芝には入らない・アンツーカーの所で行う）

開会式・選手宣誓（Ａ1 チーム） （ゴールピッチ上に移動）

第 1 試合 10 分

第 2 試合 10 分

第 3 試合 10 分

第 4 試合 10 分

第 5 試合 10 分（終了チームから解散）

第 6 試合 10 分（終了チームから解散）

午後チーム退場

コート・パイロン・ゴール片付け

本部片付け

スタンド掃除

コンコース掃除

ゴミだし

トラック積み込み

午後代表者 215 大会運営室集合 パス回収 解散

※悪天候等中止連絡 当日の朝６時に決定。 幹部チームから連絡します。



注 意 事 項

◎この大会は、各チームの皆様の協力により運営されています。

子どもたちが楽しくサッカーができるように、それぞれの役割にご協力をお願い致します。

◎試合中、又は往復途中等に事故・ケガ等があった場合には、各チームにて責任を持って対処を

お願いします。

◎保護者の方は、指定の観戦場所での観戦になります。 グランドには入れません。

◎ゴミは各自で必ず持ち帰りましょう。

◎施設内の立ち入り禁止区域内や、注意事項を守らないで場内の器物を破損した場合は各自が

責任を負ってください。

（社）神奈川県サッカー協会 キッズ部会 大会応援マナー

サッカーは、味方・相手チーム・審判を含めサッカーを愛する仲間がいて成立するスポーツです。

試合中の応援は選手達（子ども達）に元気を与えることが出来ます。

しかし、行き過ぎた応援は選手の意識を損ない試合をもだめにしてしまう事さえあります。

下記事項をお読みいただき選手達（子ども達）が楽しくなるキッズサッカーを推奨しましょう。

■試合中の応援

ゲームメイクするのは選手です。保護者が出来るのは応援励ましです。

・味方・相手選手問わず良いプレーには誉めてあげましょう。

（ナイスプレー！いいよ○○君！ナイスシュート！・・・）

・選手は自分で考えてプレーしています。自分でゲームメイク出来る選手を育てましょう。

■相手選手チーム・審判に対して

・選手、相手選手への暴言は控えてください。

（選手が傷つき、大人が使う言葉を当たり前に思って子ども達も真似をします。）

・相手チームのミスに拍手も控えましょう。（ＰＫなどで相手選手がはずした時など）

・味方選手、皆様のお子様がファウルを受けて倒れた時など、相手選手をなじるような言葉は

慎んでください。 （プレー自体は良くありませんが、良識ある気持ちでいて下さい。）

・審判のジャジに対する批判は絶対にしないようにして下さい。

■試合後について

・まずは誉めてあげましょう。

・勝敗の結果よりも次につながる言葉をかけてあげましょう。

・スキンシップ （頭をなでる・拍手で迎える・抱きしめてあげる）

・試合の中で良かったプレーを見つけて、誉めてあげましょう。

（何もない場合でも元気良かったね、などなんでも結構です）

・自宅に帰り、今日のサッカーで楽しかった事・相手チームの事・良いプレーの事他なんでも

話しましょう。

■グリーンカード（フエアプレー）について 日本協会ではグリーンカードを推奨しています。

「子供達がサッカーを始めたときから、スキルと共にしてはいけないことも教えます」

相手選手を尊重するようなプレーや、本人が頑張る姿勢に対しグリーンカードを提示します。

応援保護者様も、互いにとても良い試合が出来た時 ・ポジティブな行動をした時 ・怪我をしたり

倒れた選手への思いやりが見られた時に、励ましの言葉（グリーンカード）をおかけ下さい。

勝つことではなく 合言葉は

楽しみがすべて Ｐｌａｙｅｒｓ Ｆｉｒｓｔ



チ ー ム 名

A1 横浜東サッカークラブ

A2 大和南FC

A3 FC今宿茅ヶ崎

A4 スカイブルーSSS

B1 ヨコハマキッカーズ

B2 リバーFC

B3 菊名サッカークラブ

B4 FC HERO.S

C1 NPO ACラゾーレ

C2 いずみキッカーズ05

C3 足柄フットボールクラブ

C4 長津田サッカークラブ

A1 ALL- Z

A2 公田サッカースポーツ少年団

A3 北大和フットボールクラブ

A4 FC南台

B1 SCむげん

B2 ゆりのきFC

B3 ハリマオサッカークラブ

B4 サザンFC

C1 FC南瀬谷

C2 逗子リトルサッカークラブ

C3 Tips

C4 FC松林シ゛ョーズ

第2回神奈川県キッズサッカーフェスティバルU-8
（日産スタジアム） グループ表

グループ

Aグループ

Bグループ

Cグループ

午

前

午

後

Aグループ

Bグループ

Cグループ



日 産 ス タ ジ ア ム ア ク セ ス

ＪＲ新横浜駅から徒歩１４分

ＪＲ小机駅から徒歩７分

市営地下鉄新横浜駅から徒歩１２分

駐車場(参加者) リハビリセンター入り口を入り第１駐車場をご利用ください。（有料）



ゲート及びスタンド案内

◇西ゲートのみ出入り可能です。（他のゲートは開いていません）

開場時間は 午前の部 ９：２０ 午後の部 １３：００ です。

開場時間に合わせてお越しください。

◇車(参加者)は第 1 駐車場をご利用ください。（有料）

◇観戦は１階メインスタンドにチームごとにお座りください。

同じグループのチームと譲り合ってお座りください。

◇トイレはゲートを入ってすぐのところにあります。

◇場内は禁煙です。喫煙は場外で携帯灰皿を用意してお願いします。

◇競技場内は広いので、お子様だけで移動しないようお願いします。

◇コンコースは柵で仕切っています。メインスタンド以外は行かないで下さい。



日産スタジアム コート・観客席 案内図

３試合終了後入れ替え ３試合終了後入れ替え ３試合終了後入れ替え

34m

Ａコート Ｂコート Ｃコート

32m 開会式 （ピッチ上は入らない）

選手出入り口 大会本部

前３列は試合中チームの応援席 前３列は試合中チームの応援席

観戦場所 観戦場所

Ａ・Ｂ コート Ｂ・Ｃコート

メインスタンド１階席

柵より先立ち入り禁止 柵より先立ち入り禁止


