
平成22年度 春季交流大会 組合せ及び結果 (幼児～ミニ2年)

6月6日麻溝スポーツ広場 H22.06.07 改訂版(6/8修正)

幼児の部
学年 ﾚﾌﾘｰ 学年 ﾚﾌﾘｰ

第１試合 09:00～09:25 年長 麻生 鎌倉Ａ 麻生 年少 相模原 横浜Ａ 横浜

5-2-5-2-5 15 45 菅田 5-2-5-2-5 0 25 沢村

第２試合 09:25～09:50 年長 藤沢Ａ 大和Ａ 藤沢 年少 田園 横浜Ｂ 田園

5-2-5-2-5 15 40 松岡 5-2-5-2-5 10 20 沢井

第３試合 09:50～10:15 年長 鎌倉Ｂ 横浜Ｂ 鎌倉 年中 麻生 藤沢 麻生

5-2-5-2-5 30 15 宮本 5-2-5-2-5 20 20 河合

第４試合 1015～10:40 年長 大和Ｂ 横浜Ｄ 大和 年中 相模原Ａ 田園Ａ 相模原

5-2-5-2-5 10 30 白土 5-2-5-2-5 15 15 笹部

第５試合 10:40～11:05 年長 藤沢Ｂ 田園Ｂ 田園 年中 鎌倉Ａ 横浜Ａ 横浜

5-2-5-2-5 30 35 山本 5-2-5-2-5 0 35 沢村

第６試合 11:05～11:30 年長 田園Ａ 横浜Ａ 横浜 年中 相模原Ｂ 鎌倉Ｂ 鎌倉

5-2-5-2-5 45 20 清水 5-2-5-2-5 30 60 宮本

第７試合 11:30～11:55 年長 相模原Ｂ 横浜Ｃ 相模原 年中 田園Ｂ 横浜Ｂ 横浜

5-2-5-2-5 30 20 徳重 5-2-5-2-5 25 35 沢村

第８試合 11:55～12:20 年長 相模原Ａ 田園Ｃ 田園 年中 相模原Ａ・Ｂ 横浜Ｃ 相模原

5-2-5-2-5 35 10 山本 5-2-5-2-5 15 45 笹部

第９試合 12:20～12:45 年長 田園Ａ・Ｂ・Ｃ 横浜Ｅ 横浜 年長 相模原A・B 横浜ＡＢＣＤ 相模原

5-2-5-2-5 30 30 清水 5-2-5-2-5 10 35 徳重

小１・小２の部
学年 ﾚﾌﾘｰ 学年 ﾚﾌﾘｰ 学年 ﾚﾌﾘｰ

第１試合 09:00～09:25 小１ 横浜Ｃ 田園Ａ 横浜 小１ 相模原Ａ 大和Ａ 相模原 小２ 相模原Ａ 田園Ａ 田園

8-2-8 20 20 川嶋 8-2-8 35 20 姫野 8-2-8 25 25 浅野

第２試合 09:25～09:50 小１ 麻生Ｂ 田園Ｂ 麻生 小１ 藤沢Ａ 横浜 藤沢 小２ 川崎Ａ 横浜Ａ 横浜

8-2-8 25 50 浜田 8-2-8 50 20 久富 8-2-8 40 5 原

第３試合 09:50～10:15 小１ 相模原ＡＢＣ 横浜 相模原 小２ 大和Ａ ＹＣ ＹＣ 小２ 相模原Ｂ 横浜Ｂ 相模原

8-2-8 30 5 下別府 8-2-8 40 0 8-2-8 25 20 米島

第４試合 1015～10:40 小１ 大和Ｂ 横浜Ｂ 大和 小２ 麻生Ｄ 田園Ｂ 田園 小２ 秦野 横浜Ｃ 横浜

8-2-8 35 35 加藤 8-2-8 55 10 浅野 8-2-8 15 55 原

第５試合 10:40～11:05 小１ 藤沢Ｂ 田園Ｄ 田園 小２ 川崎Ｂ 藤沢Ｂ 川崎 小２ 麻生Ｂ 横浜Ｄ 麻生

8-2-8 0 40 一園 8-2-8 45 35 井上 8-2-8 25 30 山本

第６試合 11:05～11:30 小１ 麻生Ａ 横浜Ａ 横浜 小２ 鎌倉Ａ 田園Ｄ 鎌倉 小２ 大和Ｃ 横浜Ｅ 横浜

8-2-8 45 30 川嶋 8-2-8 65 30 高橋 8-2-8 45 5 原

第７試合 11:30～11:55 小１ 相模原Ｂ 田園Ｃ 相模原 小２ 鎌倉Ｂ 麻生Ｃ 麻生 小２ 藤沢Ｄ 横浜Ｆ 藤沢

8-2-8 45 50 姫野 8-2-8 35 35 上田 8-2-8 30 15 上野

第８試合 11:55～12:20 小１ 田園Ｅ 横浜Ｅ 田園 小２ 大和Ｂ 藤沢Ｃ 大和 小２ 鎌倉Ｃ 横浜Ｇ 横浜

8-2-8 55 15 島本 8-2-8 30 20 内田 8-2-8 20 25 原

第９試合 12:20～12:45 小１ 相模原Ｃ 横浜Ｆ 横浜 小２ 藤沢Ａ 麻生Ａ 藤沢 小２ 田園Ｄ 横浜Ｈ 田園

8-2-8 35 25 川嶋 8-2-8 30 20 細川 8-2-8 20 45 黒田

注意事項

３．試合時間は、幼稚園は5-2-5-2-5、小１小２は8-2-8とする。また、当日の天候により適宜ｳｫｰﾀｰﾌﾞﾚｲｸをとる。

４．試合開始時刻２分前にポール下に両チーム選手、レフリー、タッチジャッジは集合し、そろってグラウンドに入る。

５．交流試合につき「選手エントリー制度」は行わない。選手交代時はサイドコーチがレフリーに申告する。

６．試合終了後、両チームのサイドコーチはレフリーと点数の照合を行う。
小３～小６は、その後、アフターマッチファンクションを行う。アフターマッチファンクションの実施方法は別紙参照のこと。
レフリーは、アフターマッチファンクション終了後、スコアカードを本部に提出する。

７．A面とB面の間は、次の試合のチームの練習場所とし、それ以外の選手、指導員は立ち入らない。

８．各スクールのすべての学年は、同じエリアにて、休憩や荷物置きを行う。
ゲーム終了後、休憩エリアの忘れ物とゴミを持ち帰る。
最後に帰る学年担当者は、「○○スクールのエリアに忘れ物とゴミなし」を本部に報告する。

１０．その他、ルールについては神奈川県協会ローカルルールに基づく。

２．レフリーは記載のスクールより選出する。やむおえず調整がつかない場合は担当スクールが責任をもって他スクールに依頼する。またト
ス開始に間に合うよう来場する。

幼稚園 Ｄ面

小１ Ａ面 小１・２ Ｂ面 小２ Ｃ面

幼稚園 Ｅ面

１．幼児～小２は本部席ブリーフィングは行わない。レフリーは試合前グラウンドにて選手に注意事項を説明する。最初のキックオフはレフ
リーをしないチームとする。


