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2012年10月吉日

　サッカーを通じて相互の親睦を深め、技術の向上と心身の健全な育成を図るため、小学校4年生以下を対象とする
鶴巻ドラゴンズの公式大会として、第７回鶴巻カップU-10サッカー大会を開催することといたしました。
　皆様方のご参加によりこの大会を盛り上げていただければ幸いです。お目にかかれることを楽しみにしております。

鶴巻ドラゴンズ代表

聳城　豊

１．期　日 2012年11月24日（土）

２．会　場 秦野市立おおね公園　（秦野市鶴巻940番地）

３．参加チーム

４．競技方法 （１） 競技規則・・・日本サッカー協会競技規則に準ずる
（２） 11人制、予選リーグ、順位決定戦

①予選リーグ・・・順位決定は勝ち点（勝-3点、分-1点、負-0点）
※得失点差、総得点、当該チーム対戦成績、コイントスの順で決定

②順位決定戦・・・同点の場合はPK方式（3名）により決する
（３） 試合時間・・・予選リーグ/15151515分分分分（15-5-15）ハーフ

　　　　　　　　順位決定戦/20202020分分分分（20-5-20）ハーフ
※大会運営上　ロスタイム無しでお願いします。

（４） ピッチサイズ
縦80×横50m、ゴールエリア:4ｍ、ペナルティエリア:12m、PK:8m、
センターサークル:7m、FK:7m

（５） 試合球は4号検定球を使用　（各チームご用意願います）
（６） 交代人数は制限しない、又交代選手の再入場も可とする

（メンバー表、交代用紙は使用しない）
（７） ユニフォームは2種類（異色）用意願います（ビブス可）
（８） イエローカード、レッドカードはその試合のみとし、次戦には持ち越さない

５．表　彰 （１）
（２） 優秀選手賞（各チーム１名、各チームの推薦による）

６．審　判 審判服着用の上、ご協力お願いします
尚、審判の都合がつかない場合はあらかじめ本部に申し出下さい

FCグランツ梅田
（茅ヶ崎市）

南毛利FC（厚木市）
千代豊川ｽﾎﾟｰﾂ少年団

（小田原市）

FC上大井（大井町）
鶴が台スパイダーズ

（茅ヶ崎市）
崇善FC（平塚市）

優勝、準優勝、三位、四位チームにトロフィー、表彰状は全チーム

くずは台キッカーズ
（秦野市）

鶴巻ドラゴンズ
（秦野市）

第第第第７７７７回回回回　　　　鶴巻鶴巻鶴巻鶴巻カップカップカップカップUUUU----10101010サッカーサッカーサッカーサッカー大会大会大会大会　　　　要項要項要項要項



７．開会式 開会式は行いません。試合日程をご確認頂き、会場に集合して下さい。

８．閉会式 最終試合終了後に行います。終了後本部前に集合して下さい。

９．参加費用 ５，０００円

１０．その他 （１） 会場（グランド）開門時間は8時30分となります
駐車場開門時間も8時30分となりますので、8時30分前のご来場はご遠慮下さい

（２） 車両は各チーム5台以内で乗り合わせの上お越し願います
おおね公園入場の際、添付「「「「駐車証駐車証駐車証駐車証」」」」をダッシュボードに掲示して下さい

（３） 近隣住民への配慮の為、9時前のグランド内でのボール蹴りはご遠慮下さい
（４） グランド内は禁煙となっております。喫煙はグランド外、指定場所にてお願い致します

応援の方を含めて、チーム内へ徹底をお願い致します
（５） 各チームゴミの持ち帰りにご協力願います
（６） 雨天等による中止の際は、当日当日当日当日6666時時時時30303030分分分分までに各チームへご連絡致します
（７） 雨天等による中止の場合、予備日が設定できませんので、本大会そのものを

中止とさせていただきます

１１．問合せ先 電話 携帯

090-7278-05800463-78-0185
鶴巻ドラゴンズ

0463-78-6270 090-4395-4829

代表　　聳城
鶴巻ドラゴンズ

4年担当　高井

kaoru imai
Not For Public Release

kaoru imai
Not For Public Release
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