
＜Ｉブロック＞

順位 勝点 得点 失点 差

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

＜Ｒブロック＞

順位 勝点 得点 失点 差

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

　５月１２日（土）
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　５月１３日（日）
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《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。

11. 別紙「中瀬サッカー広場で試合等を観戦される方へ」の注意事項をお守り願います。

向丘SC 新町Jrs

予備日：　６月　２日（土）、９日（土）　　会場：中瀬グラウンド

15:00 I 東門前FS 土橋グリーン 新町Jrs 向丘SC

はるひ野B 向丘SC

14:20 R 新町Jrs 向丘SC 東門前FS 土橋グリーン 土橋グリーン 東門前FS

13:40 I 土橋グリーン パープルズ 向丘SC はるひ野B

新町Jrs 川中島SC

13:00 R 向丘SC はるひ野B 土橋グリーン パープルズ パープルズ 土橋グリーン

12:20 I 宿河原FC 東門前FS 川中島SC 新町Jrs

土橋レッド はるひ野B

11:40 R 川中島SC 新町Jrs 宿河原FC 東門前FS 東門前FS 宿河原FC

11:00 I パープルズ ACネイビー はるひ野B 土橋レッド

10:20 R はるひ野B 土橋レッド パープルズ ACネイビー ACネイビー パープルズ

9:40 I ACネイビー 宿河原FC 土橋レッド 川中島SC

9:00 R 土橋レッド 川中島SC ACネイビー 宿河原FC 宿河原FC ACネイビー

川中島SC 土橋レッド

土橋グリーン ACネイビー

会場　：　中瀬グラウンド 会場担当　：　１～５川中島SC、６～１０東門前FS

時　　間 ブロック 対　　戦 主　審 副審1 副審2

15:00 R 川中島SC はるひ野B ACネイビー 土橋グリーン

第4審

宿河原FC 土橋グリーン

14:20 I ACネイビー 土橋グリーン 川中島SC はるひ野B はるひ野B 川中島SC

13:40 R はるひ野B 新町Jrs 土橋グリーン 宿河原FC

ACネイビー 東門前FS

13:00 I 土橋グリーン 宿河原FC はるひ野B 新町Jrs 新町Jrs はるひ野B

12:20 R 向丘SC 川中島SC 東門前FS ACネイビー

パープルズ 宿河原FC

11:40 I 東門前FS ACネイビー 向丘SC 川中島SC 川中島SC 向丘SC

11:00 R 新町Jrs 土橋レッド 宿河原FC パープルズ

東門前FS パープルズ

10:20 I 宿河原FC パープルズ 新町Jrs 土橋レッド 土橋レッド 新町Jrs

9:40 R 土橋レッド 向丘SC パープルズ 東門前FS

第4審

9:00 I パープルズ 東門前FS 土橋レッド 向丘SC 向丘SC 土橋レッド

時　　間 ブロック 対　　戦 主　審 副審1 副審2

はるひ野Ｂ

新町Ｊｒｓ

会場　：　中瀬グラウンド 会場担当　：　１～５東門前FS、６～１０川中島SC

川中島ＳＣ

向丘ＳＣ

土橋レッド

川中島ＳＣ 向丘ＳＣ 土橋レッド はるひ野Ｂ 新町Ｊｒｓ

土橋グリーン

パープルズ上作延

東門前ＦS

ＡＣネイビー

宿河原ＦＣ

第２５回　かわしん杯ジュニアサッカー大会　予選リーグ表　【中瀬グラウンド：Ｉ・Ｒブロック】

作成　2018年4月28日

東門前ＦS ＡＣネイビー 宿河原ＦＣ 土橋グリーン パープルズ上作延



☆★ 中瀬グラウンドで試合等を観戦される方へ ★☆ 

 
中瀬グラウンドでの試合等を堤防で観戦をされる方の中に、堤防上に通路にシートを敷

いて観戦している方、三脚を立ててビデオ撮影されている方、折りたたみ椅子等に座っ

て観戦されている方達がいますが、市民の方から「通行の邪魔になり、非常に危ない！」

とのクレームが市に寄せられました。 

又、堤防上の通路は、自転車等も通行しますので、小さなお子さんがそこで戯れている

と思わぬ大きな事故にもなりかねません。 

そのような事態になった場合、今後、中瀬グラウンドを利用できなくなる恐れがありま

す。 

そこで、今後も中瀬グラウンドを利用させて頂く為に、下記事項を遵守願います。 

 

● 堤防上で観戦をする場合の注意事項 ● 

 

1. 通路のコンクリート上に掛かるようなシート（レジャーシート等）を敷いての観戦は

禁止。 

2. 通路のコンクリート上で、椅子等を使用しての観戦は禁止。 

3. 堤防上に自転車を駐輪しない事。（自転車は坂下の堤防際に一列に並べて駐輪の事） 

4. 小さな子どもを堤防上で遊ばせない。 

5. ペット（犬等）を長いリード等でつないだままでの堤防上での観戦は禁止。  

6. 堤防の法面は、現在芝養生中ですので、中に立ち入らない様にお願いします。  

7. 会場手前のマンション「ザクス」前での人の乗降、及び、荷物の乗せ降ろしは禁止で

す。 

 
以上の事を守って楽しく観戦をして下さい。 

      中瀬グラウンド 会場担当より
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