
年末年始フットサル大会

KICKS TAKASAK
I

年末年始フット
サル大会

FUTSAL 大会概要
12/29( 土 )
・お楽しみ福袋争奪！ 2018 蹴り収め Cup 午前の部【FREE】クラス
　9:00 ～ 12:00　M:￥14.000‐/ Ｂ:￥14.000‐
・チームプラシャツ 7枚争奪！ 2018 蹴り収め Cup 午後の部【F2】クラス
　14:00 ～ 17:00　M:￥14.000- / B:￥16.000- / 初参加：￥16.000-

12/30( 日 )
・チームプラシャツ 7枚争奪！ 2018 蹴り収め Cup 午前の部【FREE】クラス
　9:00 ～ 12:00　M:￥14.000‐/ Ｂ:￥14.000‐
・お楽しみ福袋争奪！ 2018 蹴り収め Cup 午後の部【FREE】クラス
　14:00 ～ 17:00　M:￥14.000- / B:￥14.000-

12/31( 月 )
・お楽しみ福袋争奪！ 2018 蹴り収め Cup 【FREE】クラス
　9:00 ～ 12:00　M:￥14.000‐/ Ｂ:￥14.000‐

1/2( 水 )
・お楽しみ福袋争奪！ 2019 初蹴り Cup 午前の部【FREE】クラス
　9:00 ～ 12:00　M:￥14.000‐/ Ｂ:￥14.000‐
・チームプラシャツ 7枚争奪！ 2019 初蹴り Cup 午後の部【FREE】クラス
　14:00 ～ 17:00　M:￥14.000- / B:￥14.000-

1/３( 木 )
・お楽しみ福袋争奪！ 2019 初蹴り Cup 午前の部【FREE】クラス
　9:00 ～ 12:00　M:￥14.000‐/ Ｂ:￥14.000‐
・お楽しみ福袋争奪！ 2019 初蹴り Cup 午後の部【F2】クラス
　14:00 ～ 17:00　M:￥14.000- / B:￥16.000- / 初参加 :￥16.000-

1/４( 金 )
・お楽しみ福袋争奪！ 2019 初蹴り Cup 【F2】クラス
　9:00 ～ 12:00　M:￥14.000‐/ Ｂ:￥16.000‐ / 初参加 :￥16.000-

1/５( 土 )
・お楽しみ福袋争奪！
　2019 初蹴りナイト Cup 【F2】クラス
　20:00 ～ 23:00
　M:￥14.000‐/ Ｂ:￥16.000‐ / 初参加 :￥16.000-

1/６( 日 )
・お楽しみ福袋争奪！
　2019 初蹴り Cup 午前の部【F2】クラス
　9:00 ～ 12:00
　M:￥14.000‐/ Ｂ:￥16.000‐ / 初参加 :￥16.000-
・お楽しみ福袋争奪！
　2019 初蹴り Cup 午後の部男女混合【MIX-1】クラス
　14:00 ～ 17:00
　M:￥14.000- / B:￥16.000-

2018 年 2018 年 

2019 年2019 年
12/29~12/31 12/29~12/31 

1/2~1/6 1/2~1/6 

申込方法 ☎027-353-9399 までご連絡ください

Ｍ：会員料金　Ｂ：非会員料金　初参加：大会初参加料金

ソサイチ Cup
7 人制

3/
29

海外チームユニホーム 7 枚争奪

7 人制ソサイチ Cup
開催日時︓3/29( 日 ) 9:30~12:30
優　勝　︓海外チームユニホーム 7 枚
募 5 チーム
参加費　︓メンバー 15.320 円　ビジター 18.360 円
ルール
基本的にはサッカールールだが、異なる点は以下の通り
◆GK を含む 7 人制サッカー、3 面使用
◆ソサイチ専用ボール使用 (5 号ローバウンド）
◆フットサルゴール 2 つ使用
◆オフサイドなし
◆交代自由
◆ゴールキックではなく、GK からのゴールスローで再開
◆壁の距離は 7m とする
7 分ハーフ（ハーフタイムなし）
スパイクは不可

お申込み・お問合せ
ホ 2 ムページ又は、下記からお申し込み下さい。
TEL:027-353-9399

海外チーム
ユニホーム 7 枚

4/4( 土 )20:00 ～ 22:00 28 名
4/5( 日 )10:30 ～ 12:30 28 名
4/29( 水 )10:30 ～ 12:30 28 名

ルール
基本的にはサッカールール。GK を含む 7 名で 3 面使用、チーム参加大募集。
ソサイチ専用 5 号球使用、フットサルゴール 2 つ、オフサイドなし
交代自由、ゴールキックではなく、ゴールスローで再開、10 分 1 本で行います。
スパイク使用できます。すね当て推奨。

個サイチお申込み
ホームページ又は下記から

お申込みは開始 60 分前まで
先着順となります。

TEL:027-353-9399

参加費
メンバー 1.530 円
ビジター 1.840 円

個サイチ開催決定︕

3/1 ～ 3/31限定

小学生 ・中学生 ・高校生
3時間蹴り放題

学校が休みで、 体を動かしたい、 子供と思いっきり遊びたい︕
期間限定で 3時間蹴り放題プランをご用意しました。

3 時間蹴り放題
日　時︓3/1( 日 ) ～ 3/31( 火 )　日没までの 3時間
対　象︓小学生、 中学生、 高校生以下、 保護者
料　金︓高校生以下510円 /人　保護者 1.020 円

平日、 土日関係なく、 日没までのコート利用予定の無い時間
帯で、 「個人レンタル」 としてのご利用が可能です。
コートの空き状況は、 ホームページ又は、 お電話でお問合せ頂
ければご案内いたします。
TEL:027-353-9399　予約は出来ません。 当日受付のみとなります。

ボールは無料でお貸しできますが、 数に限りがあります。
その他、 遊ぶものは各自でご用意ください。
人数に制限はありませんので、 何人でも可能です。
事故、 怪我、 盗難、 感染症に関しましては、 各自の責任で遊んでください。

４月末まで延長決定！

12 月 フットサル大会＆ソサイチ大会

FUTSAL  INFORMATION

13
(sun)

12/ 脱初心者︕全チーム抽選会︕
6 人制フットサル Cup

日　時　︓12/13( 日 )　受付 9:30　開始 10:00~13:00
対　象　︓５人 +GK1 人の 6 人制、脱初心者大会、
　　　　　体力に不安なチーム 　
表　彰　︓優勝 賞状、副賞は抽選会、個人賞
募集数　︓５チーム
申込期限 ︓12/11( 金 )21:00 まで
参加費　 ︓14.000 円 ( 税込 )　

※11/29 までのエントリーで 1000 円引き

５
(sat)

12/ 景品争奪︕
サタデイナイトフットサル Cup

日　時　︓12/5( 土 )　受付 19:30　開始 20:00~23:00
対　象　︓ガチで優勝を狙っている、勝負にこだわるチーム 　
表　彰　︓優勝 フットサル用品など、個人賞
募集数　︓５チーム
申込期限 ︓12/3( 木 )21:00 まで
参加費　 ︓14.000 円 ( 税込 )　

※11/21 までのエントリーで 1000 円引き
◎ローカルルール
・３ファウル制(直接FK）
　4つ目以降のファウルは第2PK又は、壁無しFK。
・チャージ、スライディングタックルは、禁止。
・女性又は、小学生以下の得点は２点

2020年改正あり
〇キックイン
　 ライン上に静止となり、軸足はコート内に入ってもOK。
〇キックオフ・・・サッカー同様、後方に蹴ってもOKとなり、直接FK扱い。
〇ゴールクリアランス・・・味方はペナルティエリア内でボールを受けれる。
※ＧＫへのバックパス（リターンパス）なし
※４秒ルールあり

20
(sun)

12/
チームプラパンツ争奪︕
7 人制ソサイチ Cup

日　時　︓12/20( 日 )　受付 9:30　開始 10:00~13:00
表　彰　︓優勝 チームプラパンツ 7 枚、個人賞
募集数　︓５チーム
申込期限 ︓12/18( 金 )21:00 まで
参加費　 ︓16.000 円 ( 税込 )　

※12/6 までのエントリーで 1000 円引き

◎ローカルルール
・３ファウル制(直接FK）
　4つ目以降のファウルは第2PK又は、壁無しFK。
・チャージ、スライディングタックルは、禁止。
・女性又は、小学生以下の得点は２点

2020年改正あり
〇キックイン
　 ライン上に静止となり、軸足はコート内に入ってもOK。
〇キックオフ・・・サッカー同様、後方に蹴ってもOKとなり、直接FK扱い。
〇ゴールクリアランス・・・味方はペナルティエリア内でボールを受けれる。
※ＧＫへのバックパス（リターンパス）なし
※４秒ルールあり

最終確認のご連絡(7日前)を過ぎてからキャンセルされた場合は、参加費の全額をお支払いいただきますのでご注意ください。

■最低保証試合数は4試合となります。

■催行チーム数は3チームとなります。

大会は２種類。優勝を狙う大会【争奪】と全チーム抽選方式の大会【抽選】になります。

また、非会員料金を設定しておりましたが、会員、非会員ともに同一料金となります。

【早割】・・・大会２週間前エントリーで参加費が1,000円もお得に！

SPORTS STATION KICK S TAKASAKI★‘★

お申込み・お問合せ
キックス高崎

【027-353-9399】

フットサル大会＆ソサイチ大会

ルール
基本的にはサッカールール、異なる点は以下の通り
◆GK を含む 7 人制サッカー、3 面使用
◆ソサイチ専用ボール使用 (5 号ローバウンド）
◆フットサルゴール 2 つ使用
◆オフサイドなし
◆交代自由
◆ゴールキックではなく、GK からのゴールスローで再開
◆壁の距離は 7m とする
スパイク使用可、すね当て必須

1 月 フットサル大会＆ソサイチ大会

FUTSAL  INFORMATION

17
(sun)

1/ 脱初心者︕全チーム抽選会︕
6 人制フットサル Cup

日　時　︓1/17( 日 )　受付 9:30　
                               開始 10:00~13:00
対　象　︓５人 +GK1 人の 6 人制、
               脱初心者大会、
　　　　　体力に不安なチーム 　
表　彰　︓優勝 賞状、副賞は抽選会、個人賞
募集数　︓５チーム
申込期限 ︓1/15( 金 )21:00 まで
参加費　 ︓14.000 円 ( 税込 )　

※1/3 までのエントリーで 1000 円引き

◎ローカルルール
・３ファウル制(直接FK）
　4つ目以降のファウルは第2PK又は、壁無しFK。
・チャージ、スライディングタックルは、禁止。
・女性又は、小学生以下の得点は２点

2020年改正あり
〇キックイン
　 ライン上に静止となり、軸足はコート内に入ってもOK。
〇キックオフ・・・サッカー同様、後方に蹴ってもOKとなり、
                直接FK扱い。
〇ゴールクリアランス・・・味方はペナルティエリア内でボールを
                        受けれる。
※ＧＫへのバックパス（リターンパス）なし
※４秒ルールあり

最終確認のご連絡(7日前)を過ぎてからキャンセルされた場合は、参加費の全額をお支払いいただきますのでご注意ください。

■最低保証試合数は4試合となります。

■催行チーム数は3チームとなります。

大会は２種類。優勝を狙う大会【争奪】と全チーム抽選方式の大会【抽選】になります。

また、非会員料金を設定しておりましたが、会員、非会員ともに同一料金となります。

【早割】・・・大会２週間前エントリーで参加費が1,000円もお得に！

SPORTS STATION KICK S TAKASAKI★‘★

お申込み・お問合せ
キックス高崎

【027-353-9399】

31
(sun)

1/ チームプラパンツ争奪︕
7 人制ソサイチ Cup

日　時　︓1/31( 日 )　受付 9:30　
                               開始 10:00~13:00
表　彰　︓優勝 チームプラパンツ 7 枚、
               個人賞
募集数　︓５チーム
申込期限 ︓1/29( 金 )21:00 まで
参加費　 ︓16.000 円 ( 税込 )　

※1/17 までのエントリーで 1000 円引き

ルール
基本的にはサッカールール、異なる点は以下の通り
◆GK を含む 7 人制サッカー、3 面使用
◆ソサイチ専用ボール使用 (5 号ローバウンド）
◆フットサルゴール 2 つ使用
◆オフサイドなし
◆交代自由
◆ゴールキックではなく、GK からのゴールスローで再開
◆壁の距離は 7m とする
スパイク使用可、すね当て必須
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FUTSAL 大会概要
12/29( 土 )
・お楽しみ福袋争奪！ 2018 蹴り収め Cup 午前の部【FREE】クラス
　9:00 ～ 12:00　M:￥14.000‐/ Ｂ:￥14.000‐
・チームプラシャツ 7枚争奪！ 2018 蹴り収め Cup 午後の部【F2】クラス
　14:00 ～ 17:00　M:￥14.000- / B:￥16.000- / 初参加：￥16.000-

12/30( 日 )
・チームプラシャツ 7枚争奪！ 2018 蹴り収め Cup 午前の部【FREE】クラス
　9:00 ～ 12:00　M:￥14.000‐/ Ｂ:￥14.000‐
・お楽しみ福袋争奪！ 2018 蹴り収め Cup 午後の部【FREE】クラス
　14:00 ～ 17:00　M:￥14.000- / B:￥14.000-

12/31( 月 )
・お楽しみ福袋争奪！ 2018 蹴り収め Cup 【FREE】クラス
　9:00 ～ 12:00　M:￥14.000‐/ Ｂ:￥14.000‐

1/2( 水 )
・お楽しみ福袋争奪！ 2019 初蹴り Cup 午前の部【FREE】クラス
　9:00 ～ 12:00　M:￥14.000‐/ Ｂ:￥14.000‐
・チームプラシャツ 7枚争奪！ 2019 初蹴り Cup 午後の部【FREE】クラス
　14:00 ～ 17:00　M:￥14.000- / B:￥14.000-

1/３( 木 )
・お楽しみ福袋争奪！ 2019 初蹴り Cup 午前の部【FREE】クラス
　9:00 ～ 12:00　M:￥14.000‐/ Ｂ:￥14.000‐
・お楽しみ福袋争奪！ 2019 初蹴り Cup 午後の部【F2】クラス
　14:00 ～ 17:00　M:￥14.000- / B:￥16.000- / 初参加 :￥16.000-

1/４( 金 )
・お楽しみ福袋争奪！ 2019 初蹴り Cup 【F2】クラス
　9:00 ～ 12:00　M:￥14.000‐/ Ｂ:￥16.000‐ / 初参加 :￥16.000-

1/５( 土 )
・お楽しみ福袋争奪！
　2019 初蹴りナイト Cup 【F2】クラス
　20:00 ～ 23:00
　M:￥14.000‐/ Ｂ:￥16.000‐ / 初参加 :￥16.000-

1/６( 日 )
・お楽しみ福袋争奪！
　2019 初蹴り Cup 午前の部【F2】クラス
　9:00 ～ 12:00
　M:￥14.000‐/ Ｂ:￥16.000‐ / 初参加 :￥16.000-
・お楽しみ福袋争奪！
　2019 初蹴り Cup 午後の部男女混合【MIX-1】クラス
　14:00 ～ 17:00
　M:￥14.000- / B:￥16.000-

2018 年 2018 年 

2019 年2019 年
12/29~12/31 12/29~12/31 

1/2~1/6 1/2~1/6 

申込方法 ☎027-353-9399 までご連絡ください

Ｍ：会員料金　Ｂ：非会員料金　初参加：大会初参加料金

ソサイチ Cup
7 人制

3/
29

海外チームユニホーム 7 枚争奪

7 人制ソサイチ Cup
開催日時︓3/29( 日 ) 9:30~12:30
優　勝　︓海外チームユニホーム 7 枚
募 5 チーム
参加費　︓メンバー 15.320 円　ビジター 18.360 円
ルール
基本的にはサッカールールだが、異なる点は以下の通り
◆GK を含む 7 人制サッカー、3 面使用
◆ソサイチ専用ボール使用 (5 号ローバウンド）
◆フットサルゴール 2 つ使用
◆オフサイドなし
◆交代自由
◆ゴールキックではなく、GK からのゴールスローで再開
◆壁の距離は 7m とする
7 分ハーフ（ハーフタイムなし）
スパイクは不可

お申込み・お問合せ
ホ 2 ムページ又は、下記からお申し込み下さい。
TEL:027-353-9399

海外チーム
ユニホーム 7 枚

4/4( 土 )20:00 ～ 22:00 28 名
4/5( 日 )10:30 ～ 12:30 28 名
4/29( 水 )10:30 ～ 12:30 28 名

ルール
基本的にはサッカールール。GK を含む 7 名で 3 面使用、チーム参加大募集。
ソサイチ専用 5 号球使用、フットサルゴール 2 つ、オフサイドなし
交代自由、ゴールキックではなく、ゴールスローで再開、10 分 1 本で行います。
スパイク使用できます。すね当て推奨。

個サイチお申込み
ホームページ又は下記から

お申込みは開始 60 分前まで
先着順となります。

TEL:027-353-9399

参加費
メンバー 1.530 円
ビジター 1.840 円

個サイチ開催決定︕

3/1 ～ 3/31限定

小学生 ・中学生 ・高校生
3時間蹴り放題

学校が休みで、 体を動かしたい、 子供と思いっきり遊びたい︕
期間限定で 3時間蹴り放題プランをご用意しました。

3 時間蹴り放題
日　時︓3/1( 日 ) ～ 3/31( 火 )　日没までの 3時間
対　象︓小学生、 中学生、 高校生以下、 保護者
料　金︓高校生以下510円 /人　保護者 1.020 円

平日、 土日関係なく、 日没までのコート利用予定の無い時間
帯で、 「個人レンタル」 としてのご利用が可能です。
コートの空き状況は、 ホームページ又は、 お電話でお問合せ頂
ければご案内いたします。
TEL:027-353-9399　予約は出来ません。 当日受付のみとなります。

ボールは無料でお貸しできますが、 数に限りがあります。
その他、 遊ぶものは各自でご用意ください。
人数に制限はありませんので、 何人でも可能です。
事故、 怪我、 盗難、 感染症に関しましては、 各自の責任で遊んでください。

４月末まで延長決定！

12 月 フットサル大会＆ソサイチ大会

FUTSAL  INFORMATION

13
(sun)

12/ 脱初心者︕全チーム抽選会︕
6 人制フットサル Cup

日　時　︓12/13( 日 )　受付 9:30　開始 10:00~13:00
対　象　︓５人 +GK1 人の 6 人制、脱初心者大会、
　　　　　体力に不安なチーム 　
表　彰　︓優勝 賞状、副賞は抽選会、個人賞
募集数　︓５チーム
申込期限 ︓12/11( 金 )21:00 まで
参加費　 ︓14.000 円 ( 税込 )　

※11/29 までのエントリーで 1000 円引き

５
(sat)

12/ 景品争奪︕
サタデイナイトフットサル Cup

日　時　︓12/5( 土 )　受付 19:30　開始 20:00~23:00
対　象　︓ガチで優勝を狙っている、勝負にこだわるチーム 　
表　彰　︓優勝 フットサル用品など、個人賞
募集数　︓５チーム
申込期限 ︓12/3( 木 )21:00 まで
参加費　 ︓14.000 円 ( 税込 )　

※11/21 までのエントリーで 1000 円引き
◎ローカルルール
・３ファウル制(直接FK）
　4つ目以降のファウルは第2PK又は、壁無しFK。
・チャージ、スライディングタックルは、禁止。
・女性又は、小学生以下の得点は２点

2020年改正あり
〇キックイン
　 ライン上に静止となり、軸足はコート内に入ってもOK。
〇キックオフ・・・サッカー同様、後方に蹴ってもOKとなり、直接FK扱い。
〇ゴールクリアランス・・・味方はペナルティエリア内でボールを受けれる。
※ＧＫへのバックパス（リターンパス）なし
※４秒ルールあり

20
(sun)

12/
チームプラパンツ争奪︕
7 人制ソサイチ Cup

日　時　︓12/20( 日 )　受付 9:30　開始 10:00~13:00
表　彰　︓優勝 チームプラパンツ 7 枚、個人賞
募集数　︓５チーム
申込期限 ︓12/18( 金 )21:00 まで
参加費　 ︓16.000 円 ( 税込 )　

※12/6 までのエントリーで 1000 円引き

◎ローカルルール
・３ファウル制(直接FK）
　4つ目以降のファウルは第2PK又は、壁無しFK。
・チャージ、スライディングタックルは、禁止。
・女性又は、小学生以下の得点は２点

2020年改正あり
〇キックイン
　 ライン上に静止となり、軸足はコート内に入ってもOK。
〇キックオフ・・・サッカー同様、後方に蹴ってもOKとなり、直接FK扱い。
〇ゴールクリアランス・・・味方はペナルティエリア内でボールを受けれる。
※ＧＫへのバックパス（リターンパス）なし
※４秒ルールあり

最終確認のご連絡(7日前)を過ぎてからキャンセルされた場合は、参加費の全額をお支払いいただきますのでご注意ください。

■最低保証試合数は4試合となります。

■催行チーム数は3チームとなります。

大会は２種類。優勝を狙う大会【争奪】と全チーム抽選方式の大会【抽選】になります。

また、非会員料金を設定しておりましたが、会員、非会員ともに同一料金となります。

【早割】・・・大会２週間前エントリーで参加費が1,000円もお得に！

SPORTS STATION KICK S TAKASAKI★‘★

お申込み・お問合せ
キックス高崎

【027-353-9399】

フットサル大会＆ソサイチ大会

ルール
基本的にはサッカールール、異なる点は以下の通り
◆GK を含む 7 人制サッカー、3 面使用
◆ソサイチ専用ボール使用 (5 号ローバウンド）
◆フットサルゴール 2 つ使用
◆オフサイドなし
◆交代自由
◆ゴールキックではなく、GK からのゴールスローで再開
◆壁の距離は 7m とする
スパイク使用可、すね当て必須

1 月 フットサル大会＆ソサイチ大会

FUTSAL  INFORMATION

17
(sun)

1/ 脱初心者︕全チーム抽選会︕
6 人制フットサル Cup

日　時　︓1/17( 日 )　受付 9:30　
                               開始 10:00~13:00
対　象　︓５人 +GK1 人の 6 人制、
               脱初心者大会、
　　　　　体力に不安なチーム 　
表　彰　︓優勝 賞状、副賞は抽選会、個人賞
募集数　︓５チーム
申込期限 ︓1/15( 金 )21:00 まで
参加費　 ︓14.000 円 ( 税込 )　

※1/3 までのエントリーで 1000 円引き

◎ローカルルール
・３ファウル制(直接FK）
　4つ目以降のファウルは第2PK又は、壁無しFK。
・チャージ、スライディングタックルは、禁止。
・女性又は、小学生以下の得点は２点

2020年改正あり
〇キックイン
　 ライン上に静止となり、軸足はコート内に入ってもOK。
〇キックオフ・・・サッカー同様、後方に蹴ってもOKとなり、
                直接FK扱い。
〇ゴールクリアランス・・・味方はペナルティエリア内でボールを
                        受けれる。
※ＧＫへのバックパス（リターンパス）なし
※４秒ルールあり

最終確認のご連絡(7日前)を過ぎてからキャンセルされた場合は、参加費の全額をお支払いいただきますのでご注意ください。

■最低保証試合数は4試合となります。

■催行チーム数は3チームとなります。

大会は２種類。優勝を狙う大会【争奪】と全チーム抽選方式の大会【抽選】になります。

また、非会員料金を設定しておりましたが、会員、非会員ともに同一料金となります。

【早割】・・・大会２週間前エントリーで参加費が1,000円もお得に！

SPORTS STATION KICK S TAKASAKI★‘★

お申込み・お問合せ
キックス高崎

【027-353-9399】

31
(sun)

1/ チームプラパンツ争奪︕
7 人制ソサイチ Cup

日　時　︓1/31( 日 )　受付 9:30　
                               開始 10:00~13:00
表　彰　︓優勝 チームプラパンツ 7 枚、
               個人賞
募集数　︓５チーム
申込期限 ︓1/29( 金 )21:00 まで
参加費　 ︓16.000 円 ( 税込 )　

※1/17 までのエントリーで 1000 円引き

ルール
基本的にはサッカールール、異なる点は以下の通り
◆GK を含む 7 人制サッカー、3 面使用
◆ソサイチ専用ボール使用 (5 号ローバウンド）
◆フットサルゴール 2 つ使用
◆オフサイドなし
◆交代自由
◆ゴールキックではなく、GK からのゴールスローで再開
◆壁の距離は 7m とする
スパイク使用可、すね当て必須

2月 フットサル大会＆ソサイチ大会

FUTSAL  INFORMATION

14
(sun)

2/ 脱初心者︕全チーム抽選会︕
6 人制フットサル Cup

日　時　︓2/14( 日 )　受付 9:30　
                               開始 10:00~13:00
対　象　︓５人 +GK1 人の 6 人制、
               脱初心者大会、
　　　　　体力に不安なチーム 　
表　彰　︓優勝 賞状、副賞は抽選会、個人賞
募集数　︓５チーム
申込期限 ︓2/12( 金 )21:00 まで
参加費　 ︓14.000 円 ( 税込 )　

※1/31 までのエントリーで 1000 円引き

◎ローカルルール
・３ファウル制(直接FK）
　4つ目以降のファウルは第2PK又は、壁無しFK。
・チャージ、スライディングタックルは、禁止。
・女性又は、小学生以下の得点は２点

2020年改正あり
〇キックイン
　 ライン上に静止となり、軸足はコート内に入ってもOK。
〇キックオフ・・・サッカー同様、後方に蹴ってもOKとなり、
                直接FK扱い。
〇ゴールクリアランス・・・味方はペナルティエリア内でボールを
                        受けれる。
※ＧＫへのバックパス（リターンパス）なし
※４秒ルールあり

最終確認のご連絡(7日前)を過ぎてからキャンセルされた場合は、参加費の全額をお支払いいただきますのでご注意ください。

■最低保証試合数は4試合となります。

■催行チーム数は3チームとなります。

大会は２種類。優勝を狙う大会【争奪】と全チーム抽選方式の大会【抽選】になります。

また、非会員料金を設定しておりましたが、会員、非会員ともに同一料金となります。

【早割】・・・大会２週間前エントリーで参加費が1,000円もお得に！

SPORTS STATION KICK S TAKASAKI★‘★

お申込み・お問合せ
キックス高崎

【027-353-9399】

282/
(sun)

景品争奪︕
フットサル Cup

日　時　︓2/28( 日 )　受付 9:30　
　　　　　　　　　　  開始 10:00~13:00
対　象　︓ガチで優勝を狙っている、
　　　　　勝負にこだわるチーム 　
表　彰　︓優勝 フットサル用品など、個人賞
募集数　︓５チーム
申込期限 ︓2/26( 金 )21:00 まで
参加費　 ︓14.000 円 ( 税込 )　

※2/14 までのエントリーで 1000 円引き
◎ローカルルール
・３ファウル制(直接FK）
　4つ目以降のファウルは第2PK又は、壁無しFK。
・チャージ、スライディングタックルは、禁止。
・女性又は、小学生以下の得点は２点

2020年改正あり
〇キックイン
　 ライン上に静止となり、軸足はコート内に入ってもOK。
〇キックオフ・・・サッカー同様、後方に蹴ってもOKとなり、
                直接FK扱い。
〇ゴールクリアランス・・・味方はペナルティエリア内でボールを
                        受けれる。
※ＧＫへのバックパス（リターンパス）なし
※４秒ルールあり
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