
１）タイムスケジュール

8:00 大和スタッフ・コーチ集合 打ち合わせ
8:10 グランド設営
8:30 参加スクール集合
8:45 各スクール代表者会議
9:00 アップ開始
9:15 開会式（全体体操）
9:45 試合開始

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

【注意点】

■駐車場でのアップは禁止です。アップはメインスタンド下の室内練習場をご利用ください。
（ボールの使用は禁止です）

■グラウンド内では、水分補給用の水以外、飲食は禁止です。食事をされる場合は、スタンドでお願いします。
　※水のみ可。スポーツドリンクなどは禁止。

■保護者の方はグラウンド内（芝生）への立ち入りを禁止します。

　※運動靴に限りトラック部分への入場はできます。(ハイヒール、パンプスなど禁止)

■トラック内へのスパイクでの立ち入りは禁止です。

■競技場内は全面禁煙です。(体育館前の喫煙所をご利用ください。)

　大和市キンダーカップ　2016　大会概要

A

DEF

H

C B

G



レフリー レフリー レフリー

第１試合 A-① CUP戦 青葉A 田園A 大和 第１試合 B-① CUP戦 藤沢A 海老名秦野 大和 第１試合 C-① CUP戦 相模原A みなとA 大和

9:45-9:58 年長 9:45-9:58 年長 9:45-9:58 年長

第２試合 A-② 交流戦 横浜B 練馬B 鎌倉 第２試合 B-② 交流戦 横浜C みなとC 藤沢 第２試合 C-② 交流戦 横須賀市C みなとD 相模原

10:00-10:13 年長 10:00-10:13 年長 10:00-10:13 年長

第３試合 A-③ CUP戦 練馬A 青葉A 横浜 第３試合 B-③ CUP戦 横浜A 西東京 大和 第３試合 C-③ CUP戦 グリーンA 大和 横須賀

10:15-10:28 年長 10:15-10:28 年長 10:15-10:28 年長

第４試合 A-④ 交流戦 練馬B みなとB 青葉 第４試合 B-④ 交流戦 練馬C 横浜C 西東京 第４試合 C-④ 交流戦 グリーンB 横須賀市C グリーン

10:30-10:43 年長 10:30-10:43 年長 10:30-10:43 年長

第５試合 A-⑤ CUP戦 鎌倉 青葉A 練馬 第５試合 B-⑤ CUP戦 藤沢A 西東京 横浜 第５試合 C-⑤ CUP戦 相模原A 大和 横須賀

10:45-10:58 年長 10:45-10:58 年長 10:45-10:58 年長

第６試合 A-⑥ CUP戦 田園A 練馬A 鎌倉 第６試合 B-⑥ 交流戦 練馬C みなとC 藤沢 第６試合 C-⑥ CUP戦 みなとA グリーンA 大和

11:00-11:13 年長 11:00-11:13 年長 11:00-11:13 年長

第７試合 A-⑦ 交流戦 みなとB 横浜B 田園 第７試合 B-⑦ CUP戦 横浜A 藤沢A 練馬 第７試合 C-⑦ 交流戦 グリーンB みなとD 大和

11:15-11:28 年長 11:15-11:28 年長 11:15-11:28 年長

第８試合 A-⑧ CUP戦 練馬A 鎌倉 大和 第８試合 B-⑧ CUP戦 海老名秦野 西東京 大和 第８試合 C-⑧ CUP戦 みなとA 大和 グリーン

11:30-11:43 年長 11:30-11:43 年長 11:30-11:43 年長

第９試合 A-⑨ 第９試合 B-⑨ 第９試合 C-⑨

11:45-12:00 11:45-12:00 11:45-12:00

レフリー レフリー レフリー

第１試合 D-① CUP戦 横須賀市A 茅ヶ崎 大和 第１試合 E-① 交流戦 青葉B 田園B 大和 第１試合 F-① 交流戦 相模原B 川崎市B 大和

9:45-9:58 年長 9:45-9:58 年長 9:45-9:58 年長

第２試合 D-② 交流戦 横浜D 横須賀市B 茅ヶ崎 第２試合 E-② 交流戦 藤沢B 麻生B みなと 第２試合 F-② 交流戦 相模原 練馬 練馬

10:00-10:13 年長 10:00-10:13 年長 10:00-10:13 年中

第３試合 D-③ CUP戦 麻生A 秦野海老名 大和 第３試合 E-③ CUP戦 田園A 鎌倉 麻生 第３試合 F-③ CUP戦 川崎市A みなとA 大和

10:15-10:28 年長 10:15-10:28 年長 10:15-10:28 年長

第４試合 D-④ 交流戦 相模原B 横浜D 麻生 第４試合 E-④ 交流戦 田園B 藤沢B 大和 第４試合 F-④ 交流戦 鎌倉 西東京・逗子 鎌倉

10:30-10:43 年長 10:30-10:43 年長 10:30-10:43 年中

第５試合 D-⑤ CUP戦 麻生A 茅ヶ崎 相模原 第５試合 E-⑤ CUP戦 海老名秦野 横浜A 大和 第５試合 F-⑤ 交流戦 横浜C 茅ヶ崎 茅ヶ崎

10:45-10:58 年長 10:45-10:58 年長 10:45-10:58 年中

第６試合 D-⑥ CUP戦 秦野海老名 横須賀市A 大和 第６試合 E-⑥ 交流戦 青葉B 麻生B 海老名 第６試合 F-⑥ 交流戦 みなとC 横浜D みなとC

11:00-11:13 年長 11:00-11:13 年長 11:00-11:13 年中

第７試合 D-⑦ 交流戦 相模原B 横須賀市B 秦野 第７試合 E-⑦ CUP戦 大和 川崎市A 大和 第７試合 F-⑦ 交流戦 横浜B 藤沢A 藤沢A

11:15-11:28 年長 11:15-11:28 年長 11:15-11:28 年中

第８試合 D-⑧ CUP戦 横須賀市A 麻生A 相模原 第８試合 E-⑧ CUP戦 グリーンA 相模原A 大和 第８試合 F-⑧ CUP戦 秦野海老名 茅ヶ崎 大和

11:30-11:43 年長 11:30-11:43 年長 11:30-11:43 年長

第９試合 D-⑨ 第９試合 E-⑨ 第９試合 F-⑨

11:45-12:00 11:45-12:00 11:45-12:00

レフリー レフリー

第１試合 G-① CUP戦 川崎市A グリーンA 大和 第１試合 H-①

9:45-9:58 年長 9:45-9:58

第２試合 G-② 交流戦 横浜Ｅ 大和 横浜Ｅ 第２試合 H-② 交流戦 横浜B 田園A 田園A

10:00-10:13 年中 10:00-10:13 年少

第３試合 G-③ 交流戦 田園B みなとA 田園 第３試合 H-③ 交流戦 横浜C 横須賀 横須賀

10:15-10:28 年中 10:15-10:28 年少

第４試合 G-④ CUP戦 相模原A 川崎市A 大和 第４試合 H-④ 交流戦 横浜B 横浜A 大和

10:30-10:43 年長 10:30-10:43 年少

第５試合 G-⑤ 交流戦 みなとD 横須賀B 横須賀B 第５試合 H-⑤ 交流戦 田園A みなとB 大和

10:45-10:58 年中 10:45-10:58 年中

第６試合 G-⑥ 交流戦 藤沢B みなとE 大和 第６試合 H-⑥ 交流戦 田園A 横須賀 横須賀

11:00-11:13 年中 11:00-11:13 年少

第７試合 G-⑦ 交流戦 グリーン 横須賀A 大和 第７試合 H-⑦ 交流戦 川崎市B 横浜D 大和

11:15-11:28 年中 11:15-11:28 年長

第８試合 G-⑧ 交流戦 麻生 横浜A 横浜A 第８試合 H-⑧ 交流戦 横浜A 横浜C 横浜A

11:30-11:43 年中 11:30-11:43 年少

第９試合 G-⑨ 第９試合 H-⑨

11:45-12:00 11:45-12:00

キンダーカップ2016 全試合タイムスケジュール
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《年長 試合ルール》
■試合時間（６分－１分ー６分）

■神奈川県協会幼稚園競技方法に準ずる

■キックオフはキャプテンによるジャンケン

■CUP戦と交流試合の選手重複出場や同試合

　 総入替出場などは自由

■レフリーは本部へ結果報告をお願いします

■同勝敗はトライ総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

■複数エントリーがある場合、識別にABCなどを

　 チーム名に添えていますが、特に出場を制限

　 するものではありません

《年中・年少 試合ルール》
■試合時間（６分－１分ー６分）

■県協会幼稚園競技方法に準ずる

■キックオフはキャプテンによるジャンケン

■試合結果の集計は行いません

■複数エントリーがある場合、識別にABCなどを

　 チーム名に添えていますが、特に出場を制限

　 するものではありません

G面 H面



(例) A-①：A面 第一試合

Aブロック 鎌倉 田園A 練馬A 青葉A Bブロック 藤沢A 海老名秦野 横浜A 西東京

鎌倉
E-③ A-⑧ A-⑤

藤沢A
B-① B-⑦ B-⑤

田園A
E-③ A-⑥ A-①

海老名秦野
B-① E-⑤ B-⑧

練馬A
A-⑧ A-⑥ A-③

横浜A
B-⑦ E-⑤ B-③

青葉A
A-⑤ A-① A-③

西東京
B-⑤ B-⑧ B-③

Cブロック 相模原A みなとA グリーンA 大和 川崎市A Dブロック 麻生A 秦野海老名 横須賀市A 茅ヶ崎

相模原A
C-① E-⑧ C-⑤ G-④

麻生A
D-③ D-⑧ D-⑤

みなとA
C-① C-⑥ C-⑧ F-③

秦野海老名
D-③ D-⑥ F-⑧

グリーンA
E-⑧ C-⑥ C-③ G-①

横須賀市A
D-⑧ D-⑥ D-①

大和
C-⑤ C-⑧ C-③ E-⑦

茅ヶ崎
D-⑤ F-⑧ D-①

川崎市A
G-④ F-③ G-① E-⑦

大和キンダーカップ2016 星取表　≪年長CUP戦≫


