


大　会　要　項
【名　称】 SFC.JUNIOR フレンドリーマッチ

【主　催】 SFCジュニオール

【協　賛】 有限会社　スポーツショップクラブライフ湘南

【目　的】 青少年の心身の健全育成及びサッカー技術の向上と、他チームとの交流

【日　程】 U10の部：令和3年（2021年）3月20日（土）　U11の部：令和3年（2021年）3月21日（日）　※予備日なし

【会　場】 平塚市大神グラウンド　午前の部はＪ３コート、午後の部はＪ１コートを使用します。

【参加資格】 U11の部 ： 現5年生以下（大会日現在、小学校５年生以下の選手で構成すること）

U10の部 ： 現4年生以下（大会日現在、小学校４年生以下の選手で構成すること）

【参加費】 １チーム2,000円

【参加チーム】 別添のとおり

【競技規則】 日本サッカー協会制定の「サッカー競技規則」（以下、規則）に準ずる。

ただし、 ①本大会は8人制とし、メンバー表の提出は不要。

②交代人数は自由とする。交代票は使用しない。

③1試合で2度の警告を受けた選手は次の１試合に出場できない。

④警告は累積しない。

⑤退場を受けた選手は次の１試合に出場できない。

⑥試合球は4号縫いボールとする。

⑦ユニホームは2着用意し、同色の場合は対戦カードの左側のチームを優先する。

⑧フリーキックの際、すべての相手競技者は、7m以上ボールから離れなければならない。

※カテゴリー（U11・U10）内外を問わず、2チーム出場のチームは、重複して出場する選手が

　 無いよう、自主的に規制すること。

※⑦について、やむを得ず2着用意できない場合には、ビブス（貸出有）対応を可とする。

【大会運営】 （１）小雨決行とする。

（２）中止の場合（荒天、天災時は中止とします。その際は午前6時30分までに各チームに連絡します）

①新型コロナウィルスの感染状況により、中止とする場合には、3月7日（日）までに決定し、速やかに

参加チームに連絡します。なお、3月7日以降でも、当チーム内に感染者が発生するなどにより、急遽

中止とする場合がありますので、ご留意ください。

（３）試合方法

①ブロックリーグ戦

ａ　4チームごと、2ブロックに分けてリーグ戦を実施する。

b　試合時間　20分1本

ｃ　勝点方式　勝＝3点　引き分け＝1点　負＝0点

d　棄権がある場合は、不戦勝2-0不戦敗とする。

e　ブロック順位決定　勝点、得失差、総得点、直接対決の結果、抽選の順で決定する。

【注意事項】 （１）選手はスポーツ傷害保険に加入していること

（２）選手は本大会の出場について、保護者が承認済であること

（３）試合中および会場周辺で生じた傷害については、各チームの責任において対処すること

（４）車は１チーム5台までグラウンド前への駐車を許可します（別添会場案内図参照）。

（５）審判の協力をお願いします（審判服着用のこと）。

（６）ごみは各チームで持ち帰ってください。

（７）喫煙は本部裏の指定スペースのみでお願いします。

（８）土手とグラウンドの間の道は車が往来します。各チーム十分に気をつけてください。

（９）新型コロナウィルスまん延予防のための注意事項は以下の特記のとおりですので、遵守ください。

【注意事項】 （１）チームスタッフ及び選手に新型コロナウィルス感染症罹患者の濃厚接触者及びその疑いのある者

（６）チーム内で三密（密集・密閉・密接）を避ける工夫を凝らしてください。

（７）保健所の追跡調査が行われる場合がありますので、本大会に参加したスタッフ、選手を１か月

程度、把握しておいてください（名簿の提出は不要です）。

（特記） がいる場合は、本大会に参加できません（該当個人だけではなく、チームとして参加できません）

（２）手指消毒用のアルコールスプレー、非接触型の体温計は本部にも用意していますが、数や量に

限りがありますので、各チームで御用意ください。

（３）試合中の選手以外は、マスク着用をお願いします。

（５）会場内の飲食はお控えください（給水や体調管理のための茶菓程度は可）。

（４）試合開始時・終了時の選手、審判の握手は無しとします。



優秀選手名

※貴チーム最終試合終了後までのなるべく早い時間に、大会本部までお持ちください。

・・・・・マナーを守って、素敵な思い出をお持ち帰りください。

SFC.JUNIOR フレンドリーマッチ 　優秀選手賞

どちらかに○印をしてください。⇒　　　U１１の部　　　U１０の部

チーム名

ふりがな 背番号

【事務局】 SFCジュニオール事務局　海老澤　携帯：080-5890-9012　　メール：yuima-ru0491sfc@ezweb.ne.jp

お願い
グラウンド西側の土手から石を投げ、車両にあたって傷が付く被害が出ています。

選手、スタッフのみならず、応援に来る皆様にもこういった行為がなされぬよう、十分周知ください。

（４）表彰

ブロック優勝 賞状、トロフィー

優秀選手賞 各チーム１名 メダル　※下段の用紙を御利用ください。

大　会　要　項　（表彰／事務局案内）

【表彰等】 （１）開会式は実施しません。

（２）閉会式は各ブロック最終試合終了後に実施します。

※やむを得ず閉会式を待たずに会場を後にする場合には、本部にお申し出ください。

（３）各チームに参加賞があります

切 り 取 り 線



⑥ 11:30～11:50 ＡＭ 寒川旭 VS 浜見平

勝点･･･勝3点、引き分け1点、負0点 勝点＞得失差＞総得点＞直接対決の結果＞抽選

ＳＦＣ－Ｗ VS 金目

ＢＪ

ＢＪ VS 金目

鶴嶺

SFC－B VS 神田

神田

ＡＭ 浜見平 寒川旭

鶴嶺 ＢＪ

VS神田 浜見平

SFC－B VS 寒川旭

VS ＳＦＣ－Ｗ

⑪ 14:30～14:50 ＰＭ

得失差PK負 負 勝点

⑤ 11:00～11:20

U10の部（３月２０日）リーグ戦

【J3コート】 神田 浜見平 寒川旭 勝 PK勝

午前ブロック

得点 失点 順位

神田 ① ③

① ⑥

SFC－B ⑤ ④ ②

失点 得失差 順位

本部 神田

⑫ 15:00～15:20 ＰＭ ＢＪ VS 鶴嶺 本部 金目

午後の部表彰　15:30～15:40

SFC-W ⑪ ⑩ ⑧

ＢＪ 金目

本部

・20分1本です。

本部 寒川旭

BL 対戦カード 主審 副審（2名）

⑩ 14:00～14:20 ＰＭ

ＰＭ 鶴嶺

金目

・審判服の着用をお願いします。

神田

① 9:00～9:20 ＡＭ

・審判を担当する方は、打ち合わせをします
ので、担当試合開始5分前に本部前に集合く
ださい（その際に審判カードをお渡ししま
す）。

本部

9:30～9:50 ＡＭ

神田

浜見平

③ 10:00～10:20 ＡＭ 浜見平

②

寒川旭 VS

④ 寒川旭10:30～10:50 ＡＭ

ＢＪ鶴嶺

午前の部表彰　12:00～12:10

浜見平 VS SFC－B

13:30～13:50⑨

⑧ 13:00～13:20 ＰＭ

VS

ＳＦＣ－Ｗ VS

寒川旭

SFC－B

⑤

④

②③ ⑥

浜見平

【J1コート】 金目 鶴嶺 ＢＪ SFC-W 勝 PK勝

本部

試合時間

⑦ 12:30～12:50 ＰＭ

鶴嶺 ⑦ ⑫ ⑩

金目 ⑦ ⑨ ⑪

PK負 負 勝点 得点

ＢＪ ⑨ ⑫ ⑧

午後ブロック

金目 鶴嶺



午後の部表彰　15:30～15:40

羽鳥 柳橋

⑫ 15:00～15:20 ＰＭ 柳橋 VS 羽鳥 本部

柳橋 友愛

友愛

⑪ 14:30～14:50 ＰＭ ＳＦＣ－Ｗ VS 友愛

⑩ 14:00～14:20 ＰＭ 羽鳥 VS ＳＦＣ－Ｗ

友愛13:00～13:20 ＰＭ ＳＦＣ－Ｗ VS 羽鳥

⑨ 13:30～13:50 ＰＭ 柳橋 VS 友愛 羽鳥 本部

⑧ 柳橋

午前の部表彰　12:00～12:10

⑦ 12:30～12:50 ＰＭ 友愛 VS 羽鳥 本部 柳橋

小和田 南毛利

⑥ 11:30～11:50 ＡＭ 南毛利 VS 小和田 本部 横内

⑤ 11:00～11:20 ＡＭ ＳＦＣ－Ｂ VS 横内

本部

④ 10:30～10:50 ＡＭ 小和田 VS ＳＦＣ－Ｂ 南毛利 横内

横内 小和田 ・審判を担当する方は、打ち合わせをします
ので、担当試合開始5分前に本部前に集合く
ださい（その際に審判カードをお渡ししま
す）。

③ 10:00～10:20 ＡＭ 南毛利 VS 横内 小和田

② 9:30～9:50 ＡＭ ＳＦＣ－Ｂ VS 南毛利

・20分1本です。

① 9:00～9:20 ＡＭ 横内 VS 小和田 本部 南毛利 ・審判服の着用をお願いします。

勝点･･･勝3点、引き分け1点、負0点 勝点＞得失差＞総得点＞直接対決の結果＞抽選

試合時間 BL 対戦カード 主審 副審（2名）

SFC-W ⑪ ⑩ ⑧

柳橋 ⑨ ⑫ ⑧

羽鳥 ⑦ ⑫ ⑩

失点 得失差 順位

友愛 ⑦ ⑨ ⑪

勝 PK勝 PK負 負 勝点 得点【J1コート】 友愛 羽鳥 柳橋 SFC-W

SFC－B ⑤ ④ ②

南毛利 ③ ⑥ ②

小和田 ① ⑥ ④

順位

横内 ① ③ ⑤

PK負 負 勝点 得点 失点 得失差

午前ブロック

午後ブロック

U11の部（３月２1日）リーグ戦

【J3コート】 横内 小和田 南毛利 SFC－B 勝 PK勝



平塚市大神グラウンド案内図

平塚斎場

野球場

サッカー場

野球場

【会場】
大神グラウンド
午前の部はＪ３
午後の部はＪ１

新 幹 線
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下りる細い道

駐車場 １チーム5台まで。
チーム名を記したコーンの後に
お願いします（要駐車許可証）

応援者用

駐車場
松林前

植竹

中古車センター
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大神グラウンド観戦ルール
保護者の方だけでなく、観戦に来られる祖父母の方、親戚、ご友人の方にも周知いただき、厳守ください。

相模川

アップ
スペース

大会本部

駐車禁止
（野球場前のため）

駐車禁止
（野球場前のため）

許可証掲出車両のみ駐車可
※各チーム５台まで

※駐車位置の対面がチームスペースです。

管理事務所
（トイレ／自販機）

喫煙所

ゴール裏は通行禁止

土　手

野球場野球場 Ｊ１Ｊ３

野球場

Ｅ１Ｅ２

車両が通行します。

周囲に気をつけて徐行運転を。

猛スピードの車もあります。

十分ご注意ください。

野球スペースです。立入禁止です。

空いていても、遊んだり、練習した

りしないでください。

野球スペースです。立入禁止です。
空いていても、遊んだり、練習した
りしないでください。

応援者用駐車スペース
選手もここで降りて
グラウンドへ。

選手・スタッフ優先の観戦エリアです。保護者の方が応援する場合には、以下の注意事項を厳守ください。

なお、チーム許可車両（５台まで）の駐車スペースの対面、グラウンド側のスペースが、そのチームの待機スペースに

なります。

① 選手・スタッフ優先です。選手・スタッフが試合に出ているときは、この場所から応援いただいて構いませんが、選

手・スタッフが戻ってきた場合には、そのスペースを確保してください。

② ゴール真裏では、応援、撮影はできません。プレーに大きく影響してしまいます。

③ 通路で車両と接触する事故があります。小さいお子さんからは絶対に目を離さないでください。

④ 禁煙です。おタバコはマナーを守って、喫煙所のみでお願いします。

土手から石を投げ、車両にあたって傷が付く被害が出ています。
選手、スタッフのみならず、応援に来る皆様にもこういった行為がな
されぬよう、十分周知ください。

観戦不可



SFC.JUNIOR フレンドリーマッチ

駐車許可証
チーム名

運転者名

①携帯電話

右見て、左見て。ゆっくり安全運転。



SFC.JUNIOR フレンドリーマッチ

駐車許可証

右見て、左見て。ゆっくり安全運転。

チーム名

運転者名

②携帯電話



右見て、左見て。ゆっくり安全運転。

SFC.JUNIOR フレンドリーマッチ

駐車許可証
チーム名

運転者名

③携帯電話



SFC.JUNIOR フレンドリーマッチ

駐車許可証
チーム名

運転者名

④携帯電話

右見て、左見て。ゆっくり安全運転。



SFC.JUNIOR フレンドリーマッチ

駐車許可証

右見て、左見て。ゆっくり安全運転。

チーム名

運転者名

⑤携帯電話





SFCジュニオール 平塚市

平塚市

U11の部

南毛利フットボールクラブ 厚木市

横内ファイヤーズ 平塚市

チーム名 所在地

茅ヶ崎小和田FC 茅ヶ崎市

羽鳥少年サッカークラブ 藤沢市

友愛サッカークラブ 小田原市

茅ヶ崎市茅ヶ崎小和田FC

厚木市

参加チーム一覧（アイウエオ順）

U10の部

所在地チーム名

FC金目湘南平塚 平塚市

寒川旭サッカークラブ 高座郡寒川町

神田FC

柳橋サッカークラブ 大和市

鶴嶺FC 茅ヶ崎市

SFCジュニオール 平塚市

ブラックジャガーズ



有限会社
スポーツショップ クラブライフ湘南
〒253-0052 神奈川県茅ケ崎市幸町18-4

☎０４６７－５８－０５８０
担当：サッカー事業部　田口昌宏

協賛


