
2014年9月7日（日）

藤江小学校　グラウンド

U8（2年生以下）・U10（4年生以下）・U12（6年生以下）

第１回 かき氷カップ 争奪 サッカー大会
Competing of the Domoto Cup



第1回 かき氷カップ 争奪 サッカー大会 開催要項

1. 主催 藤江ＫＳＣ

2. 後援 藤江ＫＳＣ保護者会

3. 協賛 （株）ハニー・（株）明石氷販

4. 日時 2014年9月7日（日）　小雨決行（雨の場合、寒いのでかき氷を中止する場合があります）

（予定／堂本杯2日目後に確定）・開会式　9:00～　・キックオフ　9:30～　・閉会式　15:40～

5. 会場 明石市立藤江小学校　グラウンド

明石市藤江２３５

6. 参加資格 ・20歳以上の指導者が引率・同行するチーム

・全員健康で、保護者の参加承諾を得た者

・選手はスポーツ保険に加入していること

・U12の部は6年生以下、U10の部は4年生以下、U8の部は2年生以下の選手

7. 競技規定 ・ルール

日本サッカー協会競技規則2013/2014に準じる

8人制サッカー競技規則に準ずる

・競技方法

8人制

・選手交代

交代人数無制限のリエントリー制とする（GKのみアウトオブプレー中に主審の許可を得て交代）

・シューズ

固定式で、裏面に金属の見えないものとする

レガースの着用を義務付ける

8. 競技方法 ・リーグ方式

各カテゴリにて総当たりリーグ戦を行う

順位決定は勝ち点制（勝ち3点・引き分け1点）

同一チーム３カテゴリの合計勝ち点にて、チーム順位を確定

県大会予選決勝日程に参加したカテゴリ・チームの対戦は引き分けとする

同点の場合は、得失点･総得点・該当チームとの対戦結果の順に決定

上記でも決しない場合はコイントスにて決定

試合時間は15分-5分-15分とする

U8の部では下記のとおり大会特別規則を規定する

・ゴールキックはペナルティーエリア内でのパントキックを可とする

・オフサイドを適用しない

・ファールスローを同一選手のやり直しとする（指導・注意は行う）

平素は藤江ＫＳＣの活動にご協力、ご支援いただき、誠にありがとうございます。
第1回となります「かき氷カップ」は、いつも深いご交流をいただいているチームにご参加いただき、参加選手全体
のレベルアップをめざし、また、日頃の感謝の気持ちを「かき氷」にてお返しさせていただくことを目的に開催いたし
ます。
大会開催日は県大会予選の決勝日ですが、勝ち残ったチームはもちろんそちらを優先していただき、決勝日に残
れなかったチームにて、その結果となった課題を克服すべく熱戦を繰り広げていただきたいと思います。
参加チームの皆様とともに、子ども達の思い出に残る良い一日となりますよう、チーム指導者・保護者一同、精一
杯努力して参ります。



大会開催要項

9. 審判 主審1名、副審2名で行う

各試合に参加しないチームが主審を行い、副審は相互とする

帯同審判員数や試合組み合わせの都合により、審判が行えない場合は本部に要請する

10. 大会運営 ・ユニフォームチェック

ユニホームは対戦チーム同士で試合までに協議し決定（本部では行いません）

11. 大会規定 ・表彰

優勝チーム／大かき氷カップ

準優勝チーム／中かき氷カップ

3位チーム／小かき氷カップ

ＭＶＰ賞（各カテゴリ・各チーム1名）／練乳

カップは各チームの全選手・全指導者・全サポーター分を用意します

そのカップにて、閉会式後にかき氷を提供させていただきます

12. 参加費 選手１名につき　50円（当日本部にて徴収・人数は自己申告してください）

指導者・サポーターの人数は含みません（選手数のみです）

13. 参加チーム U12･U10･U8の部　各3チーム

14. その他 負傷や疾病については、主催者側では手当てや治療の責任は負いません

雨天の場合による中止は当日７時までに各チーム代表者に電話連絡します

15. 大会役員 大会委員長 小林　和信 090-7116-8290 監督・チーム代表

大会副委員長 山下　智方 080-3768-8827 U12担当コーチ

大会副委員長 伊藤　一也 090-9879-6672 U10担当コーチ

大会副委員長 大西　達雄 080-6216-8285 U8担当コーチ

大会事務局 磯　忠祐 090-8934-1499





リーグ戦対戦表

U12（6年生以下）の部

U10（4年生以下）の部

U8（2年生以下）の部

チーム成績の集計

順位決定は勝ち点制（勝ち3点・引き分け1点）
同一チーム３カテゴリの合計勝ち点にて、チーム順位を確定
同点の場合は、得失点･総得点・該当チームとの対戦結果の順に決定
県大会予選決勝日程に参加したカテゴリ・チームの対戦は引き分けとする

得失点差計 順位チーム名 勝点計 得点計 失点計

藤江

明石少年

藤江 - -

明石少年 - -

-花園 -

チーム名 花園 明石少年 藤江 勝点 得点 失点 得失点差 順位

藤江 - -

明石少年 - -

得点 失点 得失点差 順位

花園 - -

チーム名 花園 明石少年 藤江 勝点

花園

藤江 - -

-明石少年 -

失点 得失点差 順位勝点 得点

第１回 かき氷カップ 争奪 サッカー大会

花園 - -

チーム名 花園 明石少年 藤江





スケジュール表

（予定／堂本杯2日目後に確定・TRMやカテゴリ順の入れ替えもあり）

1 ～ vs

2 ～ vs

3 ～ vs

4 ～ vs

5 ～ vs

6 ～ vs

7 ～ vs

8 ～ vs

9 ～ vs

U8
U12

14:50 15:25 花園 藤江 U12 15-5-15

14:10 14:45 明石少年 花園 U8 15-5-15

13:30 14:05 藤江 明石少年 U10 15-5-15

12:50 13:25 明石少年 花園 U12 15-5-15

12:10 12:45 藤江 明石少年 U8 15-5-15

11:30 12:05 花園 藤江 U10 15-5-15

主審 ／ 副審

9:30 10:05 花園 明石少年 U10

明石少年 ／ 相互

10:50 11:25 明石少年 藤江 U12 15-5-15 花園 ／ 相互

10:10 10:45 藤江 花園 U8 15-5-15

明石少年 ／ 相互

花園 ／ 相互

藤江 ／ 相互

花園 ／ 相互

藤江 ／ 相互

明石少年 ／ 相互

15-5-15 藤江 ／ 相互

第１回 かき氷カップ 争奪 サッカー大会

時間 対戦 試合形式





注意事項

注意事項

車両台数について

制限は設けませんが適正な台数にてお越しください

グラウンド使用について

当日は朝8時よりグラウンド準備をしており、同時刻より入場可能です。

グラウンド周囲にてアップ等を行っていただいてかまいません。

また、グラウンド外周に待機場所をご自由に確保ください。

もちろんグラウンド準備にご参加いただくことは心より歓迎いたしますので、ご遠慮なくご参加ください。

ボールパーソン

試合のスムーズな進行のため、試合中の各チーム保護者にてご協力お願いします。

（特に東西のゴール裏を重点的に対応をよろしくお願いいたします）

受付について

開会式前に受付を行いますので、大会本部までお越しください。

審判について

本部にて審判カードをお渡しします。試合終了後、速やかに結果のご報告をお願いします。

各試合において審判を確定しておりますが、人数不足等の場合は本部までご相談ください。

主審は審判服着用をお願いします（上着のみでも可）。

アディショナルタイム、給水タイム（ピッチ内・ランニングタイム）は主審に一任とします。

審判用の飲料水は本部に用意していますのでご利用ください。

ユニフォームについて

ビブスでの対応も可とします。

試合間・試合終了チームの過ごし方について

多くの学年・チームに参加いただくため、空き時間が多くできるかと思います。

ピッチ横にミニピッチを用意いたしますので、ミニゲームなどにご利用ください。

ミニピッチのご利用の際には、各チーム各学年が均等に利用できるよう配慮ください。

その他

校内にゴミ箱はありませんので、各チームにてお持ち帰り願います。

「カップ」を持ち帰る袋もご用意ください

貴重品は各チームにて管理をお願いします。

天候不良による中止の場合は午前7時までに各チーム担当者へお電話します。

雨天の場合でも、小雨や天候回復が見込める場合は開催します。

喫煙は東門入り口付近にてお願いします。

かき氷について

会場にお越しの全員分をご用意いたしますので、保護者・ご兄弟の方々もお気軽にご来場ください。



参加チーム

残念ながら県大会予選決勝日に参加するチームがなく、全チーム参加となりました

来年はU8以外の全チームが不参加となりますように・・・

（2014.8.31追記）

明石少年FC ○ ○

チーム名 メールアドレス

yukkuraika999@gmail.com

chip_dale_sea_family@yahoo.co.jp

花園FC ○ ○

U10U12

info@fujie-ksc.com

U8

○

連絡先代表者

北村　弘孝 080-6396-3933

倉田 学 090-5897-7722○

藤江KSC ○ ○ 小林 和信 090-7116-8290○





チームメイトのかき氷にも、練乳をかけてあげてくださいね

（練乳はかき氷1杯に20gかけて、1缶でおよそ20杯分です）

試合ができたからＭＶＰをもらえたこと

チームメイトがいたから試合ができたこと

対戦相手がいたから試合ができたこと

決して忘れずに、みんなに感謝して

順位の証しとなるカップは大切にお持ち帰りください

尚、スプーンやストローは「副賞」です

MVPに選ばれて「練乳」をもらった君

君ががんばったから「ＭＶＰ」だけど

帰宅時の挨拶は「ごちそうさまでした！」でお願いいたします

Competing of the Domoto Cup

「かき氷のカップ（うつわ）」を争奪する大会です

第１回 かき氷カップ 争奪 サッカー大会

は

ちなみに
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