
1.大会趣旨

３．主催 NPO法人仙台中田スポーツクラブ

４．主管 仙台中田スポーツ少年団 サッカー部（⼩学⽣）

仙台中田ジュニアユースクラブ（中学⽣）

仙台中田サッカークラブ（社会人）

６．大会期日
７．会場 名取⼗三塚公園 陸上競技場 天然芝

８．参加チーム ３年⽣の部：８チーム   ４年⽣の部：7チーム

９．参加費 １チーム２，０００円（２チーム参加４，０００円）

１０．参加資格 参加選手はスポーツ保険に加入していること。

（大会期間中の事故及びケガ等は参加チームの責任で対応してください）

１１．競技方法 ８人制サッカーとし、選手交代は⾃由とする。また、多少の上級学年の出場は認める。

試合時間は３年⽣の部１５分ハーフの３０分とする。ハーフタイムは５分。

試合時間は４年⽣の部１５分１本とする。試合間隔は５分。

ユニフォーム着⽤とするが、識別しにくい場合はビブスの着⽤を認める。

１２．順位の決め方 3年⽣の部はトーナメント⽅式とし、同点の場合は即ＰＫ（３名）とする。

4年⽣の部は総当りリーグ戦⽅式とし、勝ち点制とする。

１３．審判 別紙の割り当て表の通りとする。

中⾼校⽣の育成年代の審判を認める。

１４．ボール ４号縫皮ボールとし、各チーム持ち寄りとする。

１５．表彰 ＜優勝＞ 副賞

＜準優勝＞ 副賞

＜参加賞＞ お楽しみチケット進呈（各チーム20枚）

１６．その他 ※⼩⾬決⾏。ただし、中⽌連絡は当⽇の朝、7時に⾏う。

※駐⾞場制限は各チーム８台までとする。フロントに＜チーム名＞表⽰のこと。

※駐⾞場は別紙参照。

※競技場内は禁煙とします。喫煙はルールを守るようご協⼒ください。

※駐⾞場や舗装部分での練習は禁⽌。プール入⼝通路脇へのタープ張り禁⽌。

※ピッチ内は給水以外について飲食禁⽌。また、所定の場所以外での喫煙は禁⽌です。

※怪我や体調不良者についてはチームで対応願います。

※その他につきましては、状況により主催者側の指⽰に従ってください。

※モラルを守り、安全でより良い大会運営へご協⼒をお願いします。

※近隣のスーパーへの駐⾞は禁⽌になります。

第1回 NAKADA  こどもの日 低学年サッカー大会 ご案内

＜ 大 会 要 綱 ＞

平成３０年５⽉５⽇(⼟)

⼦どもたちの健全な⼼⾝の育成・発達と、少年サッカーの技術向上を目指す。また、スポー
ツを通して、親睦、交流を深める。⼦どもが笑顔になるイベントを提供することを目的とし
て開催する。



期⽇： 平成30年5⽉5⽇（⼟）
会場： 十三塚公園 天然芝
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SENDAI NAKADA 低学年サッカー交流会（3年⽣の部）
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参加： 船追FC、なかのFC、蛇⽥FC、MESSE、ラセルバロイ、岩切SSS、仙台中⽥（計７チーム）

試合時間15分1本

審判 審判

12:30 〜 船追FC 対 なかのFC 船追FC 蛇⽥ 対 MESSE 蛇田

12:50 〜 船追FC 対 中⽥ 中田 蛇⽥ 対 ラセルバロイ ラセルバロイ

13:10 〜 岩切SSS 対 中⽥ 岩切SSS なかのFC 対 ラセルバロイ なかのFC

13:30 〜 岩切SSS 対 MESSE MESSE なかのFC 対 蛇⽥ 蛇田

13:50 〜 船追FC 対 MESSE 船追FC 中⽥ 対 蛇⽥ 中田

14:10 〜 船追FC 対 岩切SSS 岩切SSS 中⽥ 対 ラセルバロイ ラセルバロイ

14:30 〜 なかのFC 対 岩切SSS なかのFC MESSE 対 ラセルバロイ MESSE

14:50 〜 なかのFC 対 MESSE MESSE 船追FC 対 蛇⽥ 船追FC

15:10 〜 ラセルバロイ 対 船追FC ラセルバロイ 岩切SSS 対 蛇⽥ 蛇田

15:30 〜 ラセルバロイ 対 岩切SSS 岩切SSS 中⽥ 対 MESSE 中田

15:50 〜 中⽥ 対 なかの なかのFC

キックオフ 南側コート 北側コート

SENDAI NAKADA 低学年サッカー交流会（４年⽣の部）
期⽇： 平成30年5⽉5⽇（⼟）
会場： 十三塚公園 天然芝


