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順位 勝点 得点 失点 差

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

６月３日（日）

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

６月１０日（日）

6 -

7 -

8 -

9 -

10 -

《お願いと注意事項》
1. 第一・第二試合の出場チームは、会場設営のため、試合開始の1時間前に各チーム2名程度のお手伝いをお願いします。

2. 最終試合の出場チームは後片付けのお手伝いをお願いします。

3. 来場の際は公共交通機関をご利用ください。また、会場内は禁煙です。ゴミは各自で持ち帰りください。

4. ケガなどの事故が生じた場合、各チームの責任で対処してください。

5. メンバー表は試合開始30分前に本部へ1部、対戦相手へ1部を提出してください。メンバーチェックは試合開始10分前に行ないます。

6. ベンチは「対戦表」の左側のチームがグラウンドに向かって左、右側のチームがグラウンドに向かって右とします。

7. 試合開始前の選手同士の挨拶は、センターラインを挟んで向かい合っての挨拶としてください。

8. 審判割り当てにご協力ください。審判を担当される方は服装と用具を整え、試合開始10分前に本部に集合し、選手の用具チェック・

審判同士の打ち合わせ等を十分に行い、良いジャッジができるよう準備してください。

又、試合終了後には審判報告書の記入をお願いします。

9. 審判の判定に対する異議は慎しんでください。各チームにおいて指導者および応援来場者への徹底をお願いします。

10. 小雨決行とします。中止の場合には、川崎市サッカー協会第4種委員会ホームページの「緊急連絡用ページ」に掲載します。

第２５回　かわしん杯ジュニアサッカー大会　予選リーグ表　【下布田小学校：Ｂブロック】

作成　2018年4月26日

ＦＣ青空 ＡＣラゾーレ パーシモンＷ 旭倶楽部 三田ＳＣ

旭倶楽部

三田ＳＣ

会場　：　下布田小学校 会場担当　：　FC青空/三田SC

ＦＣ青空

ＡＣラゾーレ

パーシモンＷ

第4審

9:00 B FC青空 ACラゾーレ 三田SC パーシモンW パーシモンW 三田SC

時　　間 ブロック 対　　戦 主　審 副審1 副審2

ACラゾーレ FC青空

10:20 B 三田SC ACラゾーレ パーシモンW 旭倶楽部 旭倶楽部 パーシモンW

9:40 B パーシモンW 旭倶楽部 FC青空 ACラゾーレ

三田SC ACラゾーレ

11:40 B 三田SC パーシモンW 旭倶楽部 FC青空 FC青空 旭倶楽部

11:00 B FC青空 旭倶楽部 ACラゾーレ 三田SC

会場　：　下布田小学校 会場担当　：　FC青空/三田SC

時　　間 ブロック 対　　戦 主　審 副審1 副審2 第4審

旭倶楽部 ACラゾーレ

9:40 B 三田SC 旭倶楽部 FC青空 パーシモンW パーシモンW FC青空

9:00 B FC青空 パーシモンW ACラゾーレ 旭倶楽部

三田SC 旭倶楽部

11:00 B FC青空 三田SC パーシモンW ACラゾーレ ACラゾーレ パーシモンW

10:20 B ACラゾーレ パーシモンW 旭倶楽部 三田SC

FC青空 三田SC

予備日　６月１６日（土）　　会場：下布田小学校

11:40 B 旭倶楽部 ACラゾーレ 三田SC FC青空



                 (8)ゴミは各チームで持ち帰って下さい。

                 (10)スパイク使用は可能ですが、グランド状態によって使えない場合があります。トレシューも用意して下さい。        

                 (6)校舎裏のスペースは日曜日は使用可能ですが、土曜日は使用できません（わくわくプラザが使用）。

                 (3)応援はベンチ裏でお願いします。アップ場所へは選手、コーチ以外は入れません。

　　　　　  (4)遊具類の使用は禁止です。立ち入り禁止エリアには入らないで下さい。

　　　　　  (5)トイレは体育館横です。必ず靴をサンダルに履き替えご使用下さい。（子供に指導お願いします。）

下布田会場要綱

                 (1)学校内は駐車・駐輪できません。近隣の駐車場、駐輪場をご利用下さい。学校周辺は駐車禁止ですので厳守して下さい。

　　　　　  (2)学校内および学校周辺は禁煙です。喫煙場所は儲けませんのでご協力お願いします。

　　　　　  (7)応援に来られる父兄の方にも徹底して下さい。

                 (9)大会本部の指示に従って下さい。　　　　　
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