
　　　日頃から市内の少年・少女サッカーの活動にいろいろとご協力いただき、誠にありがとうございます。
　　　さて、今年も川崎フロンターレにご協力をいただき、各区トレセンチームに、川崎フロンターレU-12を
　　　加え、さらには「市少女トレセン」を加えた全9チームによる対抗戦「フロンターレカップ」を開催させて
　　　いただきますのでお知らせいたします。

１．大会期日 2017年6月17日（土）

２．会場 等々力第1サッカー場＆第2サッカー場

３．参加対象 各区6年生トレセン選抜＋川崎フロンターレU-12＋市少女トレセンU-12

４．目的 市内各地区毎のトレセン選抜選手によるチームを編成し、さらに川崎フロンターレU-12
を加え、また市少女トレセンU-12を加え大会を開催することで、チーム間の交流を深め
自己の積極性・サッカーのレベル向上を見出し、高いレベルでのゲームを研修させる。
各チーム、成長著しい選手を「市トレセン」選手として追加召集する。

５．協賛／共催 株式会社　川崎フロンターレ

６．大会参加費 各区トレセン毎に\10,000

７．大会方式 川崎市7区の各区トレセン選抜チームに川崎フロンターレU-12、市少女トレセンU-12を
加えた全9チームを3ブロックに分けてリーグ戦を行う。
その後、リーグ戦での成績の順に、1位ブロック～3位ブロックを編成し、総合順位を決定
する。
ブロック内の順位決定方法は、①勝ち点（勝ち3、引き分け1、負け0）、
②得失点差、③総得点、④当該チームの対戦成績、⑤コイントスによる抽選とする。

８．表彰 優勝チームには、優勝カップ及び表彰状を授与する。
参加各選手には、本大会への参加記念品を授与する。

９．競技規則 実施年度の日本サッカー協会発行の「競技規則」並びに「8人制サッカー競技規則」
 （2012年3月27日第2刷発行）に準ずる。

但し、以下の項目は本大会規定による。
1）人数は8人制、ピッチサイズは68m×50mとし、ゴールは少年用サイズのゴールとする。
2）試合時間は40分（20分ハーフ※HT）とし、HTは選手入替えのための時間とする。
3）エントリー選手は16名とする。
　①前後半で選手全員が交代する。
 　（※但し、市少女トレセンU-12はその限りではない。）
　②前半に選手に事故があった場合、後半予定の選手が出場できる。
 　（※その選手は後半も継続して出場可能。）
 　また、後半に事故があった場合は、前半の選手が再出場できる。
　③学校行事等で遅れてくる選手がいる場合、その時点で出場可能な選手で構成する。
　 （※万が一、試合開始時点で選手が人数に満たないもしくは構成が不安とされる場合
　　 　Back up選手を「2名」まで認める。）

記
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１０．組み合わせ

≪予選リーグ≫

[Aブロック]

順位 チーム名 中原区 宮前区 川崎F 勝点 得点 失点 得失点差

中原区

宮前区

川崎F

[Bブロック]

順位 チーム名 川崎区 幸区 多摩区 勝点 得点 失点 得失点差

川崎区

幸区

多摩区

[Cブロック]

順位 チーム名 高津区 麻生区 市少女 勝点 得点 失点 得失点差

高津区

麻生区

市少女

≪順位決定リーグ≫

[1位ブロック]

順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失点差

[2位ブロック]

順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失点差

[3位ブロック]

順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失点差



１１．タイムスケジュール

会場：等々力第1サッカー場（Aコート）
時間 ブロック 主審 副審1 副審2 4審

11:00

12:00 C 高津区 － 市少女 協会派遣 麻生区 麻生区 麻生区

13:00 A 中原区 － 宮前区 協会派遣 川崎F 川崎F 川崎F

14:00 B 幸区 － 多摩区 協会派遣 川崎区 川崎区 川崎区

15:00 1位 A-1位 － B-1位 協会派遣 C-1位 C-1位 C-1位

15:50 1位 B-1位 － C-1位 協会派遣 A-1位 A-1位 A-1位

16:40 1位 A-1位 － C-1位 協会派遣 B-1位 B-1位 B-1位

17:30

会場：等々力第1サッカー場（Bコート）
時間 ブロック 主審 副審1 副審2 4審

11:00

12:00 B 川崎区 － 幸区 協会派遣 多摩区 多摩区 多摩区

13:00 C 麻生区 － 市少女 協会派遣 高津区 高津区 高津区

14:00 A 宮前区 － 川崎F 協会派遣 中原区 中原区 中原区

15:00 2位 A-2位 － B-2位 協会派遣 C-2位 C-2位 C-2位

15:50 2位 B-2位 － C-2位 協会派遣 A-2位 A-2位 A-2位

16:40 2位 A-2位 － C-2位 協会派遣 B-2位 B-2位 B-2位

17:30

会場：等々力第2サッカー場
時間 ブロック 主審 副審1 副審2 4審

12:00 A 中原区 － 川崎F 協会派遣 宮前区 宮前区 宮前区

13:00 B 川崎区 － 多摩区 協会派遣 幸区 幸区 幸区

14:00 C 高津区 － 麻生区 協会派遣 市少女 市少女 市少女

15:00 3位 A-3位 － B-3位 協会派遣 C-3位 C-3位 C-3位

15:50 3位 B-3位 － C-3位 協会派遣 A-3位 A-3位 A-3位

16:40 3位 A-3位 － C-3位 協会派遣 B-3位 B-3位 B-3位

《お願いと注意事項》

１．各チーム、会場準備（10:00～）と片付けのご協力をお願いいたします。

２．来場の際はなるべく公共交通機関をご利用ください。（※当日はJリーグ開催日のため、お車でのご来場はたいへんな混雑が予想されます。）

　　また、会場内は禁煙です。ゴミは各自で責任をもって持ち帰りください。

３．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、良いジャッジができるよう準備してください。

４．審判の判定に対する異議は慎んでください。各チームにおいて、指導者及び応援来場者への徹底をお願いいたします。

５．雨天決行といたします。

　　万が一、天候の影響により「荒天時用スケジュール」へと変更する際には、当日、川崎市サッカー協会第4種委員会の

　　ホームページ上「緊急連絡用ページ」でお知らせいたします。（携帯からのアクセスも可能です。）

≪順位決定リーグ≫

※審判は同じブロック内で試合を行っていないチームが担当

≪順位決定リーグ≫

≪予選リーグ≫

≪順位決定リーグ≫

≪予選リーグ≫

対戦

開会式（※監督会議：本部付近 10:30～）

≪予選リーグ≫

表彰式・閉会式

対戦

対戦

開会式（※監督会議：本部付近 10:30～）

表彰式・閉会式

※審判は同じブロック内で試合を行っていないチームが担当

※審判は同じブロック内で試合を行っていないチームが担当



　　万が一、荒天等で会場である「等々力第2サッカー場」が使用できない場合には
　　「等々力第1サッカー場」のみを使用し試合時間を30分（15分ハーフ）へと変更いたします。

＜荒天時用スケジュール＞

会場：等々力第1サッカー場（Aコート）
時間 ブロック 主審 副審1 副審2 4審

10:20

10:50 A 中原区 － 宮前区 協会派遣 川崎F 川崎F 川崎F

11:30 C 高津区 － 市少女 協会派遣 麻生区 麻生区 麻生区

12:10 B 幸区 － 多摩区 協会派遣 川崎区 川崎区 川崎区

12:50 A 中原区 － 川崎F 協会派遣 宮前区 宮前区 宮前区

13:30 C 高津区 － 麻生区 協会派遣 市少女 市少女 市少女

14:20 3位 A-3位 － B-3位 協会派遣 C-3位 C-3位 C-3位

15:00 1位 A-1位 － B-1位 協会派遣 C-1位 C-1位 C-1位

15:40 2位 B-2位 － C-2位 協会派遣 A-2位 A-2位 A-2位

16:20 3位 A-3位 － C-3位 協会派遣 B-3位 B-3位 B-3位

17:00 1位 A-1位 － C-1位 協会派遣 B-1位 B-1位 B-1位

17:40

会場：等々力第1サッカー場（Bコート）
時間 ブロック 主審 副審1 副審2 4審

10:20

10:50 B 川崎区 － 幸区 協会派遣 多摩区 多摩区 多摩区

11:30 A 宮前区 － 川崎F 協会派遣 中原区 中原区 中原区

12:10 C 麻生区 － 市少女 協会派遣 高津区 高津区 高津区

12:50 B 川崎区 － 多摩区 協会派遣 幸区 幸区 幸区

13:30

14:20 2位 A-2位 － B-2位 協会派遣 C-2位 C-2位 C-2位

15:00 3位 B-3位 － C-3位 協会派遣 A-3位 A-3位 A-3位

15:40 1位 B-1位 － C-1位 協会派遣 A-1位 A-1位 A-1位

16:20 2位 A-2位 － C-2位 協会派遣 B-2位 B-2位 B-2位

17:00

17:40

＜お問合わせ先＞
川崎市サッカー協会　第4種委員会
強化部　ジュニアトレセンチーフ
藤原　隆詞
TEL  : 070-6441-3933　
MAIL : fujihara@frontale.co.jp

※審判は同じブロック内で試合を行っていないチームが担当

表彰式・閉会式

対戦

開会式（※監督会議：本部付近 10:00～）

≪予選リーグ≫

≪順位決定リーグ≫

開会式（※監督会議：本部付近 10:00～）

≪順位決定リーグ≫

表彰式・閉会式
※審判は同じブロック内で試合を行っていないチームが担当

≪予選リーグ≫

対戦

荒天時等による試合日程の変更について


