
グループ表 A～Dグループ

A1 B1 C1 D1

A2 B2 C2 D2

A3 B3 C3 D3

A4 B4 C4 D4

◇開会式（13：40～） 対戦表 A～Dグループ

試
合 時間 Ａコート Bコート Cコート

1 14:00 公田サッカースポーツ少年団 VS FCしらゆりシーガルズ FC HEROS VS 新林サッカー友の会 駒林サッカークラブ VS サザンFC 逗子ALL Z B VS 高津FC

2 14:15
葉山ジュニアグリーンキッカー

ズ
VS かながわクラブB しんよしだFC VS FC南瀬谷 飯島フットボールクラブ VS 石川サッカースポーツ少年団

NPOエストレーラフットボールク
ラブ

VS リバーFC

3 14:30 公田サッカースポーツ少年団 VS
葉山ジュニアグリーンキッカー

ズ
FC HEROS VS しんよしだFC 駒林サッカークラブ VS 飯島フットボールクラブ 逗子ALL Z B VS

NPOエストレーラフットボールク
ラブ

4 14:45 FCしらゆりシーガルズ VS かながわクラブB 新林サッカー友の会 VS FC南瀬谷 サザンFC VS 石川サッカースポーツ少年団 高津FC VS リバーFC

5 15:00 公田サッカースポーツ少年団 VS かながわクラブB FC HEROS VS FC南瀬谷 駒林サッカークラブ VS 石川サッカースポーツ少年団 逗子ALL Z B VS リバーFC

6 15:15 FCしらゆりシーガルズ VS
葉山ジュニアグリーンキッカー

ズ
新林サッカー友の会 VS しんよしだFC サザンFC VS 飯島フットボールクラブ 高津FC VS

NPOエストレーラフットボールク
ラブ

グループD

駒林サッカークラブ 逗子ALL Z B

FCしらゆりシーガルズ

U-9

グループB グループC

FC HEROS公田サッカースポーツ少年団

第1回神奈川県キッズサッカーフェスティバルU-9 グループ表（A～D）午後

葉山ジュニアグリーンキッカーズ

新林サッカー友の会

Dコート

サザンFC

飯島フットボールクラブ

石川サッカースポーツ少年団

高津FC

かながわクラブB

グループA

NPOエストレーラフットボールクラブ

リバーFC

しんよしだFC

FC南瀬谷



第 1 回神奈川県キッズサッカーフェスティバル U-9・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。



チ ー ム 名

A1 横浜東サッカークラブ

A2 湘南レオーネ

A3 スカイブルーサッカースポーツ少年団

A4 川崎中央キッカーズ

B1 横浜GSFC

B2 NPO ACラゾーレ

B3 いずみキッカーズ05

B4 本牧少年サッカークラブ

C1 ヨコハマキッカーズ

C2 北大和フットボールクラブ

C3 大曽根スポーツクラブ

C4 三浦旭サッカークラブ

D1 ダビデFC

D2 川崎ジュニアフットボールクラブ

D3 かながわクラブA

D4 逗子ALL Z A

A1 公田サッカースポーツ少年団

A2 FCしらゆりシーガルズ

A3 葉山ジュニアグリーンキッカーズ

A4 かながわクラブB

B1 FC HEROS

B2 新林サッカー友の会

B3 しんよしだFC

B4 FC南瀬谷

C1 駒林サッカークラブ

C2 サザンFC

C3 飯島フットボールクラブ

C4 石川サッカースポーツ少年団

D1 逗子ALL Z B

D2 高津FC

D3 NPOエストレーラフットボールクラブ

D4 リバーFC

第1回神奈川県キッズサッカーフェスティバルU-9
（日産スタジアム） グループ表

グループ

Dグループ

Aグループ

Bグループ

Cグループ

Aグループ

Bグループ

Cグループ午

前

午

後

Dグループ



日 時 2012・9・16（日）

会 場 日産スタジアム

主 催 (社）神奈川県サッカー協会

主 管 (社）神奈川県サッカー協会 4種委員会・キッズ部会

後 援 (財）日本サッカー協会

募集チーム数 32チーム（午前16チーム・午後16チーム）

参 加 対 象 Ｕ－9（9才以下で構成された4種登録チーム）

参 加 費

内 容 16チームを4チーム4グループに分けてリーグ戦を行う。

①「８人制サッカールールと審判法」を採用する。（１チーム３試合実施予定）

②試合時間は１０分１本でロスタイムを加算しない。

③交代は自由で審判への申告は不要。

➃スパイクの使用は認めない。

➄すねあてを必ず着用のこと

➅ユニフォームは体操服・ビブスでも可能。

⑦コートサイズ 30㍍×48㍍

⑧審判は主審一人 （各チーム割り当て。） ※審判服着用の事。

★ 趣 旨 このフェスティバルは2002FIFAワールドカップ開催記念事業として、低学年代からサッカーの

普及促進を主目的として開催するものである。

多くの子ども達がボールを蹴る楽しみを身近に味わえる機会を提供し、キッズサッカーの浸透に努める。

★スケジュール 午 前 午 後

8:20 12:45 代表者集合

9:20 13:00 グランド開場 選手・保護者集合

10:00 13:40 開会式 挨拶・選手宣誓

10:20 14:00 第１試合 １０分

10:35 14:15 第２試合 １０分

10:50 14:30 第３試合 １０分

11:05 14:45 第４試合 １０分

11:20 15:00 第５試合 １０分

11:35 15:15 第６試合 １０分

11:50 15:30 参加者解散

★注意事項 ・小雨決行。悪天候及びグランドコンディションの悪い時は中止になります。

・スポーツ傷害保険に加入していること。

（応急処置は本部で行いますが、その後の処置は各チームで対応してください。）

★申し込み ・神奈川県サッカー協会ホームページ、キッズ部会掲載のエントリー表に必要事項をパソコンで

入力し、キッズ部会事務局までメールに添付して申し込んでください。

事務局でエントリーのメールを受けましたら必ず２・３日中に返信メールをします。

事務局から返信メールがない場合はアドレスの間違え、送信エラー等の可能性があります。

返信メールがない時はお手数ですがキッズ部会事務局までお電話ください。

・〆切 2012・8・3(金) 17：00

・申し込みが多数の場合、先着順で決定します。

〒241-0014 横浜市旭区市沢町551-2菊池ビル2階

TEL 045-383-7500（NPO法人セイントフットサッカークラブ内 渡邊）

MAIL kids_kanagawafa@yahoo.co.jp

結果は8月8日（水）～8月10日（金）の期間に参加決定チームへメールでお知らせします。

参加チームへの詳細は8月27日（月）～8月29日（水）の期間中にメールでお知らせします。

第1回神奈川県キッズサッカーフェスティバルU-9 in 日産スタジアム

チーム1名準備のお手伝いをお願いします。

無料

片づけ チーム1名お手伝いをお願いします。

内 容

午前10:00～12:00・午後13：30～15：30

フ ェ ス テ ィ バ ル 要 項

お問い合わせ先
（社）神奈川県サッカー協会 キッズ部会 事務局



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



第１回 神奈川県ｷｯｽﾞｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ U-9 審判割り当て表
Ａコート Ｂコート Ｃコート Ｄコート

第１試合 10:20~ スカイブルー
橘 祐介さん

いずみｷｯｶｰｽﾞ05
井上智雄さん

大曽根ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
木曽雄大さん

かながわｸﾗﾌﾞ
柳澤武さん

２ 10:35~ 湘南レオーネ
尾野昭弘さん

ラゾーレ 北大和
鈴木航さん

川崎ｼﾞｭﾆｱＦＣ
木下勝次さん

３ 10:50~ 川崎中央ｷｯｶｰｽﾞ
三島淳一さん

本牧少年
奥田直智さん

三浦旭 逗子allＺA

４ 11:05~ 横浜東 横浜ＧＳ
田上満さん

ﾖｺﾊﾏｷｯｶｰｽﾞ
脇 憲尚さん

ダビデＦＣ
ﾏﾃｨｯｸｽ光生さん

５ 11:20~ 湘南レオーネ
鹿野晃さん

ラゾーレ 大曽根ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
茂木晶さん

かながわｸﾗﾌﾞ
竹内康弘さん

６ 11:35~ 横浜東 本牧少年
南雲恒昌さん

三浦旭 逗子allＺA

かながわクラブがA・Bの担当が
分からなかったのでお申し込みの
「田中晋」さん、「斉藤紀聡」さんに
割当てられませんでしたが、チーム内で
調整して下さい

葉山ｸﾞﾘｰﾝｼﾞｭﾆｱｷｯｶｰｽﾞの
「鈴木登志生」さん、「榎本晶也」さん、
「石井威」さんも同様です

基本的には午前の部は９時に、午後の部
は

12時40分に「８人制サッカールールと審
判法」の講義を受けてから、最低１試合の
割当てを担当し、インストラクターから動
き方や審判法のチェックを受けて戴きたい

と思っています ＊講義で理論を学び、
割当てで動き方を学びます

２試合の割り振りになってしまった午後か
Ａコート Ｂコート Ｃコート Ｄコート

第１試合 14:00~ 葉山ｸﾞﾘｰﾝｼﾞｭﾆｱｷｯｶｰｽﾞ
堀田象さん

しんよしだ
野口順弘さん ＊１

飯島ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ
新保真樹人さん ＊２

エストレーラ
樋川竜矢さん ＊３

２ 14:15~ ＦＣしらゆりｼｰｶﾞﾙｽﾞ 新林サッカー友の会
稲本隆一さん

サザンＦＣ
佐藤晃一さん

高津FC
新藤茂治さん

３ 14:30~ かながわクラブ
渡辺強さん

ＦＣ南瀬谷 石川ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団
前田靖雄さん

リバーFC

４ 14:45~ 公田ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団
田中昌之さん

ヒーローズ
関根さん

駒林サッカークラブ 逗子allＺB

５ 15:00~ 葉山ｸﾞﾘｰﾝｼﾞｭﾆｱｷｯｶｰｽﾞ
相原力さん

しんよしだ
野口順弘さん ＊１

飯島ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ
新保真樹人さん ＊２

エストレーラ
樋川竜矢さん ＊３

６ 15:15~ 公田ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団
白鳥淳さん

ヒーローズ
長谷さん

駒林サッカークラブ 逗子allＺB

らのBコート「しんよしだ野口」さん、C
コート「飯島ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ新保」さん、D
コート「ｴｽﾄﾚｰﾗ樋川」さんの枠はどちらか
割当て変更可能です ﾁｪｯｸを受けたい方

は メール下さい

期日までに連絡の無かった審判名の
入って いないチームの方も講義・打ち合わ
せだけ は受講し、割当てはこなして下さい

キッズ部会 技術委員・審判担当
高野裕之


