
･L_57' i
大倉7L7グラム

会場　:小田原市立下府中小学校　グラウンド

:小田原市高田運動広場

開催日:平成23年12月3日(土)･4日(日)

主催　: SKJ ･ FC

協賛:ダイナシティ　マルク　巡礼フューチャー
高砂塵　うしえ者　ナ労ザト電界　養老の滝鴨宮北店



疏.
ご　あ　い　さ　つ

今回､関係各位の皆様のご協力により､第12回SKJカップを開催す

る運びとなりました｡

この大会は,神奈川県外も含めた広い範囲の地域のチームに参加し

て頂いております｡普段の練習･試合等ではなかなか交流が持てない

地域のチームとの対戦もあるかと思います｡ぜひ､この機会に交流を潔

めていただければ幸いです｡

日本代表は､ワールドカップブラジル大会を目指してザッケローニ監

督と新たなる挑戦をこころみています｡

プロのサッカー選手の数も増える一方です｡日頃の練習の成果を発揮し

未来の日本代表を目指して､精一杯のプレーを期待しています｡

最後になりましたが､この大会の設営､運営にご尽力いただきました

皆様､そして後援及び協賛の各皆様のますますのご発展を祈念いたし

ましてご挨拶とさせて頂きます｡

大会会長
SKJ. FC　代表　丹　巳津雄



第12回SKJ CUP　大会要綱

1.日的

少年少女サッカーの発展を目指すとともに､その基礎となる技術向上とチーム相互の親睦を図るこ

とを目的とする｡

2.主催

SKJ. FC

3.協賛

ダイナシティ　マルク　巡礼フューチャー･高砂屋　うしえ者　ナカザト電器

養老の滝鴨宮北店

4.開催日

平成23年12月3日(土曜日)　ブロック別の予選リーグ戦

平成23年12月4日(日曜日)　決勝トーナメントおよび3位リーグ戦

5.会場
･小田原市立下府中小学校グランド(小田原市酒匂930)

･小田原市高田運動広場(小田原市高田401)

6.参加チーム

6年生中心で構成された県内外の12チーム｡

7.参加費

1チーム¥5,000-

8.試合方法

1日目に参加12チームを4ブロック分けリーグ戦を行い､順位を決る｡ 2日目は､予選リーグの1位･

2位チームによる決勝トーナメントと､　3位チームによるリーグ戦を行う｡

《1日目が中止の場合》 : 1日のみのトーナメントで優勝を決める｡

杷日日が中止の場合》 :予選リーグ戦および2日目途中までの成績で優勝を決める｡

9.表彰

優勝チームにSKJカップ及びメダル､盾　2-3位にメダル､盾　3位パートの優勝チームに盾｡

その他,各チーム1名に優秀選手賞｡ (1チームのメダル数は18個です｡ )

競技規則

本大会は､日本サッカー協会競技規則に準じ実施するが､以下の項を別に定める｡
･ボールは4号ボールとする｡ゴールは､少年用ゴールを使用｡

･試合時間40分(20-5-20)｡

･予選リーグの順位は､勝ち点(勝ち3点･引き分け1点･負け0点)､得失点差､総得点､失

点数､対戦成績､抽選の順で決定する｡
･トーナメント戦の同点時は､ 5人制のPK戦を行う｡ (決勝戦のみ5分-5分の延長戦を行う)

･決勝トーナメントの1回戦及びフレンドリーは､ 30分(15-5-15)で行ないます｡

･選手の交代は､自由な交代とする｡ (選手登録および交代票は不要)

10.その他

･負傷の場合､各チームの代表者で責任を持って下さい｡ (緊急の場合には紹介いたしま

す)
･ゴミは､各チームで持ち帰ってください　煙草は､所定の場所にてお願いします｡校

内禁煙
･各チームで審判を2名お願い致します｡帯同できない場合は､本部に事前にご連絡く

ださい
･駐車場は､指定の駐車場を利用してください｡

･駐車台数は1チーム5台までとさせていただきます｡

･マイクロバス等利用のチームは､ご連絡を下さい｡

ll.照会

SKJ. FC代表

/

大会運営事務局

丹　巳津雄　　　　　　　Tel 0465-47-7734

携帯　090-3348-9886

加藤　智晃　　　　　　　Tel 0465-42-7038

携帯　　090-3049-5447
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会場:下府中小 
ー_1=.,試合 倬隴B�剔ﾎ戦 偃X饕�副審 

1 �����ﾒ�9:00-9:45 剳4ｴ･e4ﾈ.x.H.��本部 冏ｹYB�

1回戦 涛｣S�ﾓ��｣3R�刹譓黐s-アスル ��,ﾉX�*��勝 

2回戦 ���:40-ll �#R�A-①の勝ちVS上大井 ��,ﾉX�*��勝 

4 �(���ﾒ�ll 謄3�ﾓ���#｢�5 ��ﾘt�,ﾈ�+�9>ﾉm�y��③の負け 傚��

フレンドリ ���:20-12 �#R�A-①の負けVSA-②の負け �8,ﾉX�*��勝 

6 傀�ﾈ飲��3: ���ﾓ�2�:3 ��Ht(,ﾈ�+�4�ﾘt8,ﾈ�+��⑤の負け 傚��

フレンドリ ��2�40-}14 謄"�A-③の負けVSA⊥④の負け �X,ﾈ��勝 

8 佇飲��ﾘ���14 謄3�ﾓ�S｢�5 ��-�-�,ﾈ�+�4�ﾘth,ﾈ�+��本部 傚��

会場:高田グランド 
試合 劍鳧ｭB�剔ﾎ戦 偃Y�"�副審 

1 �����ﾒ�9:00-9:45 劔�ﾉ�5g84ﾉ�8ｪ��ﾂ�本部 冏ｹYB�

1回戦 涛｣S�����｣3R�剿kの台vs桜井報徳 ��,ﾉX�*��顔 

3 �(���ﾒ�10 鼎�ﾖﾆﾂ�25 �.rﾘt�,ﾈ�+�8鉑62�②の負け 傚��

4 �(���ﾒ�ll �3�醺�"�15 �"ﾘt�,ﾈ�+�9DYnﾂ�③の負け 傚��

フレンドリ ��"�20-12 �#R�8-①の負けVSB-②の負け �8,ﾉX�*��勝 

6 傀�ﾈ飲��13 ���ﾓ��:35 �"ﾘt(,ﾈ�+�4#�MH,ﾈ�+��本部 傚��

フレンドリ ��2�40-14 謄"�B-③の負けVSB-④の負け �H,ﾉX�*��勝 

8 倅�ｨﾈ�.��14 �3�ﾓ�S｢�15 ��ﾘth,ﾈ�+�4�ﾘth,ﾈ�+��本部 傚��

閉会式 



1日目　ブロック予選組合せ表(A･Bブロック)

会場:下府中小学校

A7'E]･Jク

チーム名 仞��｢�アスノレ �>ﾉm�y��勝ち点 �;齏�5�r�順位 

駒場 �� �� �� 

アス′レ �� �� �� 

南毛利 �� �� �� 

チーム名 �+X.x.H.��上大井 �2�勝ち点 �;齏�5�r�順位 

しらゆり �� �� �� 

上大井 �� �� �� 

Stu �� �� �� 

試合時間

試合 倬隴B�対戦 偃Y�"�副審 

第1試合 涛｣3��ﾂﾓ��｣�R�上大井VsSKー �>ﾉm�y��アスノレ 

第2試合 ���｣#��ﾂﾖﾆﾃ｣�R�南毛利Vsアスル �4紐�上大井 

第3試合 免ﾃ｣���ﾆﾃ｣SR�上大井VsLらゆり �4�5��ﾈ8ﾂ�駒場 

第4試合 ��#｣��ﾓ�#｣CR�駒場Vsアスル ��9�X撮�しらゆり 

第5試合 ��#｣S����3｣3R�しらゆりvsSⅠq 仞��｢�南毛利 

第6試合 ��3｣C�ﾓ�C｣#R�南毛利Vs駒場 �+X.x.H.��SKI 



1日目　プロ･Jク予選組合せ表(C･Dブロック)

会場:高田運動公園

Cブロック

チーム名 傴ﾉ62�成瀬 ��y�9dﾉ�ﾂ�勝ち点 �;齏�5�r�順位 

松田 �� �� �� 

成瀬 �� �� �� 

千代豊川 �� �� �� 

チーム名 僖Ynﾂ�北の台 倚x鯖_�;��勝ち点 �;齏�5�r�順位 

忍野 �� �� �� 

北の台 �� �� �� 

桜井報徳 �� �� �� 

試合時間

試合 倬隴B�対戦 偃Y�"�副審 

第1試合 涛｣3�ﾓ��｣�R�松田VS千代豊川 倚x鯖_�;��北の台 

第2試合 ���｣#�����｣�R�北の台Vs桜井報徳 傴ﾉ62�千代豊川 

第3試合 免ﾃ｣��ﾖﾆﾃ｣SR�松田VS成瀬 冉ｸ,ﾉ�B�忍野 

第4試合 ��#｣�����#｣CR�北の台vs忍野 ��ﾉ�2�松田 

第5試合 ��#｣S�簽�3｣3R�千代豊川Vs成瀬 僖Ynﾂ�桜井報徳 

第6試合 ��3｣C�ﾓ�C｣#R�忍野Vs桜井報徳 ��y�9dﾉ�ﾂ�成瀬 



決勝会場:下府中小学校

2日目　決勝トーナメント表

試合 剋條ﾔ ����ﾒ�偃Y�"�副審 

① 佇飲�6x5H8�986s����ﾒ�8:30-9:05 ��R��R�AIC2 冏ｹYB�本部 

②､ 佇飲�6x5H8�986s����ﾒ�9:10-9:45 ��R��R�BID2 ��X�*��①勝 

③ 佇飲�ﾘ6�8�986s����ﾒ�9:50-10:25 ��R��R�CIA2 ��X�*��②勝 

④ 佇飲�ﾘ6�8�986s����ﾒ�10:30～11:05 ��R��R�DIB2 �)X�*��③勝 

⑤ 佇飲�6s��ｸ8�986s(���ﾒ�ll:10-ll:55 �#��#��①の勝ち②の勝ち �9X�*��④勝 

⑥ �7H8ﾈ986�8ｨ�ｸt�t��12:00-12:35 ��R��R�①の負け②の負け �IX�*��⑤勝 

⑦ 佇飲�ﾘ6�8�986s(���ﾒ�12:40-13:25 �#��#��③の勝ち④の勝ち �YX�*��⑥勝 

⑧ �7H8ﾈ986�8ｨ�ｸt(t2�13:30-14:05 ��R��R�③の負け④の負け �iX�*��⑦勝 

⑨ �8肩ﾈ�.��ﾒ�14:10′.-14:55 �#��#��⑤の負け⑦の負け �yX�*��⑧勝 

⑩ 佇飲��ﾒ�15:00-15:45 �#��#��⑤の勝ち⑦の勝ち 冏ｹYB�本部 



2日目　3位パートリーグ表

会場:高田運動公園

チーム名 ��2�B3 �32�D3 傚�+�5��得失点差 傀x犬�

A3 ����LP �"�6) �� ��

B3 宙.r�＼ �R�④ �� ��

C3 �"�⑥ ����② �� ��

D3 �B�④ ��� �� ��

勝ち点方式　勝ち点3　負け0　引き分け1

試合 剋條ﾔ ����ﾒ�主審 兀ｹ�"�

廿 ��9:00-9:45 ��4#2�本部 冏ｹYB�

② ��9:50-10:35 �34C2�①負け 宙碑��

③ ��10:50-ll:35 ��432�②負け ����

a ��ll:40′-12:25 �#4C2�③負け �(��

⑤ ��12:40′-.13:25 ��4C2�④負け �8��

⑥ ��13:30-14:15 �#432�⑤負け �H��

16:00-　閉会式　下府中小学校



ノ夢12m SXJ OLJP　　参加チーム

チーム名 傀ｨﾝﾙ&��電話番号 

代表者 刋�xﾙ�h��� 

忍野SC 伜)yﾈﾊy>ﾉ79z�79DYnﾉ�｢�0555-84-2258 

大森-芳 伜)yﾈﾊy>ﾉ79z��DYnﾉ�｣#3b� 

駒場サッカー少年団 俥仂ｨﾊx+8*(+ﾘ-ﾈ�2�048-831-2612 

大森正彦 俥仂ｨﾊx+8*(+ﾘ-ﾈ�8蕗��ｾim萎��Bﾖﾆﾂﾓ�bﾓ#�"� 

FCアスルクラロ沼津 ��8圷ﾊx��,8�2�055-93ト5976 

山本浩義 ��8圷ﾊx��,8�8岑ﾘ�jY8xｻﾓ#田bﾓR� 

南毛利FC ���=��ﾈﾊxﾏｩm育2�046-223-3767 

福田博明 ���=��ﾈﾊxﾏｩm育8嬖kﾃ2ﾓ#Rﾓ��� 

FCLらゆりシーガルズ ���=��ﾈﾊy��nﾈ�2�0463-84-5191 

本間正孝 ���=��ﾈﾊy��nﾈ�9�ﾉ�Y'ﾂ� 

北の台サッカー団 ���=��ﾈﾊx胸�8�2�0467-77-2177 

堀込利多 ���=��ﾈﾊx胸�8�8鮖OifｳBﾓbﾓ�"� 

松田イレブン ���=��ﾈﾊx鉑69*ﾂ�0465-83-2057 

瀬戸幹史 ���=��ﾈﾊx鉑69*ﾉ�乂｣c3�ﾓ�� 

FC上大井 ���=��ﾈﾊy�ｹ[��8ﾅ9�X鯖*ﾂ�045-565-0775 

木内知至 ���=��ﾈﾊx��Vﾈ�8ﾖ�ｾijY}i*ﾃ"ﾓ2ﾓr� 

成瀬SC ���=��ﾈﾊx嫌�依H�2�0463-96-6191 

松島由到 ���=��ﾈﾊx嫌�依H�9��63c��ﾓ�ﾓC�2� 

千代豊川SC ���=��ﾈﾊx揵68ﾋH�2�0465-42-1831 

杉山友一 ���=��ﾈﾊx揵68ﾋH�8ﾘ)63��B� 

桜井報徳FC ���=��ﾈﾊx揵68ﾋH�2�0465-36-0274 

中戸川勝 ���=��ﾈﾊx揵68ﾋH�8��##Cィ� 

SKJ.FC ���=��ﾈﾊx揵68ﾋH�2�0465-47-7734 

丹巳津雄 ���=��ﾈﾊx揵68ﾋH�9(iz#�c"ﾖﾆﾂ� 
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