
会会会会　　　　場場場場 ：：：： 下府中小学校下府中小学校下府中小学校下府中小学校

開催日開催日開催日開催日 ：：：： 平成 24年平成 24年平成 24年平成 24年 6月6月6月6月   3日  3日  3日  3日 （（（（日日日日））））
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主主主主　　　　催催催催 ：：：： ＳＫＪ.ＦＣＳＫＪ.ＦＣＳＫＪ.ＦＣＳＫＪ.ＦＣ

協協協協　　　　賛賛賛賛 ：：：： ダイナシティダイナシティダイナシティダイナシティ

第第第第１２１２１２１２回大会回大会回大会回大会



SKJ FC

　この度は、Ｅast Ｒiver Ｃupにご参加頂きまして、誠にありがとうございます。

また、日頃よりSKJ.FCの活動に御理解、御協力を頂き、第12回East River Cupを

開催する運びとなり、感謝しております。

この大会も、少年・少女サッカーの発展に寄与する事を目的と致しまして市外も

含めた広い範囲での地域のチームに参加して頂いております。

是非この機会に各チーム間の交流を深めていただければ幸いです。

　そして、今後も皆様と共に、少年・少女サッカーが、地域に根ざしたスポーツ

の象徴となることを期待し、SKJ.FCとしての活動を努力していく所存でござい

ますので宜しくお願い致します。

　また，この大会の設営、運営にご尽力いただきました皆様、そして多大な

ご援助を頂きました、ダイナシティダイナシティダイナシティダイナシティの関係者の方々に厚く御礼申し上げ、

ご挨拶とさせていただきます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SKJ．FC代表　丹　巳津雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スタッフ一同

ごあいさつごあいさつごあいさつごあいさつ
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SKJ FC

１１１１．．．．趣趣趣趣　　　　旨旨旨旨 低学年層のまだサッカー経験の少ない時期に、サッカー競技でボールに沢山触れる事により

サッカーの楽しさを仲間達と共感し合い、より一層の技術の向上につながる事を期待します。

　　　　 小学生サッカーの普及活動と青少年の健全な育成に努めることを目的としています。

２２２２．．．．協協協協　　　　賛賛賛賛 ダイナシティ

３３３３．．．．開催期日開催期日開催期日開催期日 ２０１2年６月3日（日）　　予備日　６月２4日（日）

４４４４．．．．会会会会　　　　場場場場 小田原市立下府中小学校

５５５５．．．．大会運営大会運営大会運営大会運営 ＳＫＪ.ＦＣ

６６６６．．．．参加費参加費参加費参加費 ５０００円

７７７７．．．．参加資格参加資格参加資格参加資格 １、２年生で結成されたチーム

８８８８．．．．表表表表　　　　彰彰彰彰　　　　　　　　 １位・・・・・・・・・カップ、賞状　

　　　　　 ２位・・・・・・・・・盾、賞状

　　　　　　　 最優秀選手・・・メダル（各チーム１名）

９９９９．．．．競技規則競技規則競技規則競技規則 ７人制で実施いたします。試合球は４号ボール使用（各チームで御用意下さい）。

　　　　　　　　　 「８人制サッカー競技規則」に準じて実施します。

　　　　　　　　　 ただし、交代人数に制限は設けません。

　　　　　　　 大会参加１２チーム２ブロックの総当りリーグ戦試合（ブロック同順位戦）。

　　　　　　　　 予選　勝点：３　引き分け：１　負け：０　同点の場合は総得点とします。

　　　　　　　　　　

１０１０１０１０．．．．審判要員審判要員審判要員審判要員 主審： 1名・副審：１名　審判服を着用し、別紙審判割り当てに従いご協力お願いします。

１１１１１１１１．．．．参加参加参加参加チームチームチームチーム　　ＳＫＪ.ＦＣ（小田原）　矢作SＣ（小田原）　町田ＦＣ（小田原）　桜井報徳ＦＣ（小田原）

　　　　　　　　　　 岩原ＦＣ（南足柄）　千代豊川ＦＣ（小田原）　港ＦＣ（平塚）　早川ＦＣ（小田原）

　　　　　　　　　　 ハリマオＦＣ（厚木）　上大井ＦＣ（上大井）　北の台ＦＣ（綾瀬）　下曽我ＦＣ（小田原）

１２１２１２１２．．．．そのそのそのその他他他他 ・負傷の場合、各チームの代表者で責任を持って下さい（緊急時には、紹介致します）。

　　　　　　　　  ・ゴミは各チームで持ち帰ってください。

                        ・駐車場は、指定の場所を使用してください（１チーム４台迄）。

                                                                                 ※ ※ ※ ※会場会場会場会場はははは全域全域全域全域でででで禁煙禁煙禁煙禁煙ですですですです。。。。おタバコはおタバコはおタバコはおタバコは、、、、施設外施設外施設外施設外にておにておにておにてお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。

１３１３１３１３．．．．照照照照　　　　会会会会 SKJ.FC 代表 　：　  丹　巳津雄  （Tel  0465-47-7734）

SKJ.FC 運営　 ：　 加藤　智晃　（Tel  0465-42-7038） 

　　　　　　　  H P    http://skj-fc.com./    メールkato-denki@mbg.nifty.com

　　　　　　　　

第12回 第12回 第12回 第12回 East River Cup East River Cup East River Cup East River Cup ＵＵＵＵ８８８８（（（（７７７７人制人制人制人制））））大大大大会会会会要項要項要項要項・・・・案案案案内内内内
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SKJ FC
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SKJ FC

試合時間（１０分-３分-１０分）

Ａコート Ｂコート Ｃコート

Ａ 9:00 岩原－下曽我 ハリマオ－桜井報徳 上大井－北の台

審判 主Ｂ１、副Ｂ２ 主Ｂ３、副Ｂ４ 主Ｂ５、副Ｂ６

Ｂ 9:30 矢作－港 千代豊川－ＳＫＪ 早川－町田

審判 主Ａ１、副Ａ２ 主Ａ３、副Ａ４ 主Ａ５、副Ａ６

Ａ 10:00 桜井報徳－北の台 岩原－ハリマオ 下曽我－上大井

審判 主Ｂ２、副Ｂ１ 主Ｂ４、副Ｂ３ 主Ｂ６、副Ｂ５

Ｂ 10:30 ＳＫＪ－町田 港－早川 矢作－千代豊川

審判 主Ａ２、副Ａ１ 主Ａ４、副Ａ３ 主Ａ６、副Ａ５

Ａ 11:00 下曽我－北の台 ハリマオ－上大井 岩原－桜井報徳

審判 主Ｂ１、副Ｂ２ 主Ｂ３、副Ｂ４ 主Ｂ５、副Ｂ６

Ｂ 11:30 千代豊川－早川 港－町田 矢作－ＳＫＪ

審判 主Ａ１、副Ａ２ 主Ａ３、副Ａ４ 主Ａ５、副Ａ６

Ａ 13:00 岩原－上大井 下曽我－桜井報徳 ハリマオ－北の台

審判 主Ｂ２、副Ｂ１ 主Ｂ４、副Ｂ３ 主Ｂ６、副Ｂ５

Ｂ 13:30 矢作－早川 港－ＳＫＪ 千代豊川－町田

審判 主Ａ２、副Ａ１ 主Ａ４、副Ａ３ 主Ａ６、副Ａ５

Ａ 14:00 桜井報徳－上大井 岩原－北の台 下曽我－ハリマオ

審判 主Ｂ１、副Ｂ２ 主Ｂ３、副Ｂ４ 主Ｂ５、副Ｂ６

Ｂ 14:30 港－千代豊川 ＳＫＪ－早川 矢作－町田

審判 主Ａ１、副Ａ２ 主Ａ３、副Ａ４ 主Ａ５、副Ａ６

15:00 ４位 ５位 ６位

15:30 １位 ２位 ３位

16:00 閉　　　会　　　式

昼　　　　　　　　　食

　 【コートサイズ】

12:00

組合組合組合組合わせ・リーグわせ・リーグわせ・リーグわせ・リーグ対戦対戦対戦対戦およびおよびおよびおよび審判割審判割審判割審判割りりりり当当当当てててて

３０ｍ

２３ｍ

６ｍ
８ｍ

岩　原　 下曽我 ハリマオ 上大井 桜井報徳 北の台 勝点 得点 失点 得失点差 順位

Ａ１ 岩　原

Ａ２ 下曽我

Ａ３ ハリマオ

Ａ４ 上大井

Ａ５ 桜井報徳

Ａ６ 北の台

Ａブロック

矢　作 港 千代豊川 SKJ 早　川 町　田 勝点 得点 失点 得失点差 順位

Ｂ１ 矢　作

Ｂ２ 港

Ｂ３ 千代豊川

Ｂ４ SKJ

Ｂ５ 早　川

Ｂ６ 町　田

Ｂブロック
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SKJ FC

チーム名 代　表　者

桜井報徳 中戸川　勝

千代豊川 杉山　友一

上大井 木内　知至

港 石川　一郎

矢　作 河野　浩二

下曽我 曽我　和之

早　川 宮本　博幸

北の台 掘込　利多

岩　原 池本　勝美

町　田 鈴木　和弘

ハリマオ 梅澤　幸司

SKJ-FC 丹　巳津雄

第12回 第12回 第12回 第12回 East River CupEast River CupEast River CupEast River Cup　　　　参参参参加加加加チチチチーーーームムムム紹介紹介紹介紹介　（　（　（　（敬敬敬敬称称称称略略略略））））

連　　　　絡　　　　先
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