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茅ヶ崎市からサッカーの輪を広げる
～Enjoy Soccer～

カルペソール湘南では、サッカーを通して何か得てほしいとの想いを持って活動を行っています。
サッカーから学べること。それは、技術的な側面だけでなく、サッカーを通した人間形成にあります。
仲間とともに、ひとつの目標に向かって夢中に取り組み、助け合うことから得ることが多くあります。
そして、それが子どもたちの成長に大きく繋がっていくと信じています。

ランテックカップを通して、近隣少年サッカーチームの友好とサッカーレベルの向上、人間的成長を目
指し、年度末を締めくくり新年度への挑戦の場になればと思っております。

この大会を通じてサッカーの輪を共に大きくしていきましょう。

メッセージ
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大会概要
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【名称】 第三回 RANTEC CUP U-10

【主催】 NPO法人カルペソール湘南スポーツクラブ

【協賛】 株式会社ランテック

【開催日】 2018年2月24日（土） 9:00～17:00

【会場】 神奈川県立秦野戸川公園多目的グラウンド
(神奈川県秦野市堀山下1513)

【参加資格】U-10 小学校4年生以下
＊成人が引率し、スポーツ傷害保険に加入済みとする。



歴代大会結果
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2015年度第一回ランテックカップU-10大会
優勝 成瀬SS 準優勝 カルペソール湘南

3位 横浜かもめSC



歴代大会結果
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2016年度第二回RANTEC CUP U-10大会

【優勝】成瀬SS 【準優勝】エスペランサSC【３位】横浜かもめSC 【４位】カルペソール湘南A

【５位】FC緑 【６位】花水FC 【７位】カルペソール湘南Ｂ 【8位】東富水SSS



競技規則
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【大会方法】
8人制
参加チームをA・Bブロックに分け、それぞれ4チームの予選リーグを行う。
その後、予選同順位チーム同士で順位決定戦を行う。
予選リーグの勝ち点は勝3点・引き分け1点・負け0点とする。
"勝ち点が並んだ場合は、得失点差・総得点・直接対戦の結果の順で順位を決定する。
それでも、決まらない場合は、本部にてコイントスを行う。"

【試合時間】
■20分-5分-20分
■3位決定戦・決勝戦に限り、同点の場合はＰＫ戦を行う。
（3位決定戦・決勝は3人によるPK戦）

【競技規則】
（財）日本サッカー協会競技規則による。
■イエローカード：次の試合への持越しはしない。
■レッドカード： 次の１試合出場停止。
■審 判： 審判服上下着用。割当表に従いご協力お願いします。
＊ メンバー表・交替表不要。自由な交替とし、試合進行に支障がないようスムーズに。

【表彰】 ※決勝戦週終了後、表彰式を行います。全チームご参加ください。
優勝 優勝カップ・トロフィー・表彰状
準優勝 トロフィー・表彰状
3位 トロフィー・表彰状
優秀選手賞 各チーム1名
RANTEC賞 大会中最も印象に残った選手を本部から推薦する。
BEST GK賞 最も印象に残ったGKを大会本部から推薦する。
参加賞 各チーム



組合せ
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Ａブロック
カルペソール湘南

A
勝原SC 成瀬SS FC.JUNTOS 勝 分 負 勝点 得点 失点

得失
差

順位

カルペソール湘南
A

勝原SC

成瀬SS

FC.JUNTOS

Ｂブロック 鶴嶺FC ACラゾーレ AC等々力
カルペソール湘南

B
勝 分 負 勝点 得点 失点

得失
差

順位

鶴嶺FC

ACラゾーレ

AC等々力

カルペソール湘南
B



スケジュール
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Aコート 主審

1 09:00 予選A カルペソール湘南A vs 勝原SC 鶴嶺

2 09:50 予選B 鶴嶺FC vs ACラゾーレ カルペA

3 10:40 予選A カルペソール湘南A vs 成瀬SS 等々力

4 11:30 予選B 鶴嶺FC vs AC等々力 成瀬

5 12:20 予選A カルペソール湘南A vs FC.JUNTOS 等々力

6 13:10 予選B 鶴嶺FC vs カルペソール湘南B 成瀬

REST10分 ※天候により変更の可能性があります。

7 14:10 7位決定 Aブロック4位 vs Bブロック4位 Aブロック2位

8 15:00 3位決定 Ａブロック2位 vs Ｂブロック2位 Aブロック4位

Bコート 主審

1 09:00 予選A 成瀬SS vs FC.JUNTOS ラゾーレ

2 09:50 予選B AC等々力 vs カルペソール湘南B 勝原

3 10:40 予選A 勝原SC vs FC.JUNTOS カルペB

4 11:30 予選B ACラゾーレ vs カルペソール湘南B JUNTOS

5 12:20 予選A 勝原SC vs 成瀬SS カルペB

6 13:10 予選B ACラゾーレ vs AC等々力 JUNTOS

REST10分 ※天候により変更の可能性があります。

7 14:10 7位決定 Ａブロック3位 vs Ｂブロック3位 Bブロック2位

8 15:00 3位決定 Ａブロック1位 vs Ｂブロック1位 Bブロック4位



会場

秦野戸川公園多目的グランド
〔所在地〕 〒259-1304 神奈川県秦野市堀山下1513
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駐車場案内

秦野戸川公園多目的グランド
〔所在地〕〒259-1304 神奈川県秦野市堀山下1513

※駐車場は公園内有料駐車場をご利用ください。

■駐車場は地図記載の

『水無川駐車場』『大倉駐車場』『諏訪丸駐車場』

をご利用ください。

【注意点】

■駐車場は8:00開門となります。

■台数に限りがあります。なるべく乗り合わせで

ご来場ください。
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■駐車場は、施設内駐車場をご利用ください。

■駐車場には限りがあります。なるべく乗り合わせでご来場ください。

■会場内での喫煙は原則禁止となっております。

■多目的グランドでは、決められた出入り口からお入りください。

■多目的グランド以外でのスパイクの使用、移動は禁止となっております。

■ごみ類は各チームお持ち帰り頂くようご協力お願い致します。

■会場内、ペット同伴のご来場は禁止されております。

■他の施設利用者へのご迷惑になる行為、マナー違反は会場が使用できなくなる可能性が

ありますので、ご注意ください。

会場注意事項
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特別協賛
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株式会社ニューバランスジャパン



カルぺソール湘南では地元の企業様より協賛を募りよりよいクラブ運営を行ってお
ります。地域に根付いたチーム、地域から愛されるチーム、地域のスポーツ振興の

為にクラブ活動を行ってまいります。現在、約22社の企業様からご協賛をいただ

いております。
・株式会社神奈川銀行 茅ヶ崎支店 様
・城田税理士事務所 様
・ツヅキ工業株式会社 様
・ファインテック茨城株式会社 様
・株式会社プレンティ―ズ 様
・株式会社ランテック 様
・株式会社三昭ツーリスト 様
・株式会社アクシス 様
・株式会社難波商会 様
・司法書士法人 前川・豊岡事務所 様
・リフォームランド湘南 様

・三興製鋼株式会社 様
・髙橋慶法律事務所 様
・株式会社トーヨーテクノ 様
・株式会社ふくすけ 様
・株式会社和城産業 様
・株式会社三昭運輸様
・美容室hair art high nine9 様
・菓子工房 グラングラン 様
・やきとり ほとり 様
・ストリートファクトリー 様
・社労士事務所 ヒューマンワークデザイン 様

(順不同)

オフィシャルパートナーズ
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NPO法人カルペソール湘南スポーツクラブ

〒253-0016 神奈川県茅ヶ崎市小桜町3-25

TEL. 0467-55-5901（平日 9:00～18:00）

TEL 080-4368-1974 （窓口：鈴木）

URL. http://www.carpesol.jp/

Contact Us
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