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１）タイムスケジュール
6:45 大和スタッフ・コーチ集合 打ち合わせ

7:00 グランド設営

8:30 参加スクール集合

8:45 各スクール代表者ミーティング

9:00 開会式

9:20 試合開始

11:48 試合終了

12:00 じゃんけん大会

12:30 閉会式（１2：45終了目安）

２）グランドレイアウト
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ご協力ください
・8:30より任意アップを行って頂いて結構です。ただし、9:00までは 笛の使用や

電子音の発生はご遠慮願います。(近隣住民への迷惑・苦情となる為)

・グランド保護の為、コーチのスパイク着用は禁止とします。トレシュー又はアップ

シューズの着用をお願い致します。子供（選手）のスパイク着用は可とします。

大和・

海老名
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２）駐車場について

＊・・・上記グレンドレイアウトマップと方角が逆になっております。ご注意願います

線路を越えたところにあるセシリア小学校の先、幼稚園の手前
セントモニカスイミングクラブの駐車場に駐車をお願いします。

駐車スペースに限りがある為、乗り入れ車両は各スクール３台
までとさせて頂きました。

グランド入

駐車
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<大会概要>

◇３ブロック４チームによるリーグ戦とします。(組合せ・スケジュールは下記の通りとします）

◇試合時間（６分－１分ー６分）とします。 試合数：29

◇ルールは県協会幼稚園競技方法とします。　キックオフはキャプテンによるジャンケンとします。 CUP戦：18

◇CUP戦と交流試合の選手重複出場や同試合総入替出場等は自由とします。 交流戦：11

◇レフリーは本部へ結果報告をお願いします。 →各チーム3試合

◇同勝敗はトライ数の多いチームが上位。勝敗、トライ数ともに同じの場合は同位とします。

◇複数エントリーがある場合、識別にABCなどをチーム名に添えておりますが、特に出場を制限するものではありません。

<組合せ＞
Aブロック Bブロック Cブロック

藤沢A 田園A 川崎市 逗子葉山 鎌倉A グリーン 横浜A 西東京 相模原A みなと 茅ヶ崎 大和

藤沢A 鎌倉A 相模原A

田園A グリーン みなと

川崎市 横浜A 茅ヶ崎

逗子葉山 西東京 大和

ﾚﾌﾘｰ ﾚﾌﾘｰ ﾚﾌﾘｰ

第１試合 CUP戦 藤沢A 田園A 田園 第１試合 CUP戦 鎌倉A グリーン 鎌倉 第１試合 CUP戦 相模原A みなと 相模原

9:20～9:33 9:20～9:33 9:20～9:33

第２試合 交流戦 横浜B 田園B 大和 第２試合 交流戦 田園C・海老名 横浜C 田園 第２試合 交流戦 鎌倉B みなと 鎌倉

9:35～9:48 9:35～9:48 9:35～9:48

第３試合 CUP戦 川崎市 逗子葉山 川崎市 第３試合 CUP戦 横浜A 西東京 横浜 第３試合 CUP戦 茅ヶ崎 大和 茅ヶ崎

9:50～10:03 9:50～10:03 9:50～10:03

第４試合 交流戦 鎌倉B 横浜B 横浜 第４試合 交流戦 田園B 横浜C 田園 第４試合 交流戦 藤沢B 相模原B 藤沢

10:05～10:18 10:05～10:18 10:05～10:18

第５試合 CUP戦 藤沢A 川崎市 川崎市 第５試合 CUP戦 鎌倉A 横浜A 横浜 第５試合 CUP戦 相模原A 茅ヶ崎 茅ヶ崎

10:20～10:33 10:20～10:33 10:20～10:33

第６試合 交流戦 田園C・海老名 相模原B 相模原 第６試合 交流戦 横浜C 藤沢B 横浜 第６試合

10:35～10:48 10:35～10:48 10:35～10:48

第７試合 CUP戦 田園A 逗子葉山 田園 第７試合 CUP戦 グリーン 西東京 グリーン 第７試合 CUP戦 みなと 大和 大和

10:50～11:03 10:50～11:03 10:50～11:03

第8試合 交流戦 横浜B 田園C・海老名 横浜 第8試合 交流戦 田園B 鎌倉B 大和 第8試合 交流戦 相模原B 藤沢B 相模原

11:05～11:18 11:05～11:18 11:05～11:18

第９試合 CUP戦 藤沢A 逗子葉山 藤沢 第９試合 CUP戦 鎌倉A 西東京 鎌倉 第９試合 CUP戦 みなと 茅ヶ崎 みなと

11:20～11:33 11:20～11:33 11:20～11:33

第１０試合 CUP戦 田園A 川崎市 田園 第１０試合 CUP戦 グリーン 横浜A グリーン 第１０試合 CUP戦 相模原A 大和 相模原

11:35～11:48 11:35～11:48 11:35～11:48

<大　和　キ　ン　ダ　ー　カ　ッ　プ　２０１５（年長）>

Aブロック（A面） Bブロック（B面） Cブロック（C面）

エントリーチーム数：20チーム
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◇試合時間（６分－１分ー６分）

◇ルールは県協会幼稚園競技方法とします。　 試合枠数：20

　キックオフはキャプテンによるジャンケンとします。 交流戦：15

◇試合結果の集計は行いません。 →各チーム2試合

◇複数エントリーがある場合、識別にABCなどをチーム名に添えておりますが、特に出場を制限するものではありません。

ﾚﾌﾘｰ ﾚﾌﾘｰ

第１試合 交流戦

9:20～9:33 年中

第２試合 交流戦 横浜A みなとA みなとA 田園A 茅ヶ崎 茅ヶ崎

9:35～9:48 年中

第３試合 交流戦 藤沢 横浜B 横浜B みなとB 相模原 相模原

9:50～10:03 年中

第４試合 交流戦 鎌倉 グリーン グリーン みなとD 田園B 田園B

10:05～10:18 年中

第５試合 交流戦 西東京・逗子葉山 みなとC みなとC 大和・海老名 横浜A 横浜A

10:20～10:33 年中

第６試合 交流戦 みなとA 田園A 田園A 茅ヶ崎 藤沢 藤沢

10:35～10:48 年中

第７試合 交流戦 横浜B みなとB みなとB 相模原 鎌倉 鎌倉

10:50～11:03 年中

第8試合 交流戦 グリーン みなとD みなとD 田園B 西東京・逗子葉山 海老名・大和

11:05～11:18 年中

第９試合 交流戦 みなとC 大和・海老名 大和・海老名

11:20～11:33 年中

第１０試合 交流戦

11:35～11:48 年中

※年中指導員各位

おかわり試合は指導員間で打合せをお願いします。 ※西東京４名

※逗子葉山１名

※海老名１名

ﾚﾌﾘｰ ※年少指導員各位

第１試合 交流戦 おかわり試合は指導員間で打合せをお願いします。

9:20～9:33 年少

第１試合 交流戦 横浜A 藤沢・みなと 藤沢・みなと

9:35～9:48 年少 試合枠数：6

第２試合 交流戦 横浜B・逗子葉山 田園 田園 交流戦：4

9:50～10:03 年少 →各チーム2試合

第３試合 交流戦

10:05～10:18 年少 ※逗子葉山１名

第４試合 交流戦 田園 横浜A 横浜A ※藤沢3名

10:20～10:33 年少 ※みなと3名

第５試合 交流戦 藤沢・みなと 横浜B・逗子葉山 横浜B・逗子葉山

10:35～10:48 年少

エントリーチーム数：5チーム

<大和キンダーカップ　２０１５　年中・年少　交流戦>

年中/Ａ面 年中/Ｂ面

年少

エントリーチーム数：15チーム


