
１．大会要項

◇主　旨  本大会を通じて各チームとの更なる友好を深め、こども達の健全な心身の

育成を願うとともに、中田地区におけるサッカーの環境づくりに貢献する。

◇主　催　 中田JFC

◇後　援 中田地区体育振興会・中田蹴友会

◇協　賛　 北日本新聞社・太陽ｽﾎﾟｰﾂ・モルテン・アンブロ・他各社

◇日　時 平成24年 8月 4日・ 5日　（土・日）

　4日・5日 予選リーグ 試合開始 9：00～　開会式・指導者打合せはありません

　5日　  順位決定戦　 表彰式　15：30～（予定）

◇会　場 歌の森運動公園多目的グラウンド（射水市戸破 小杉庁舎横）

◇参加チーム Ｕ-12の部（8人制）　　12チーム

Ｕ-10の部（8人制）　　 6チーム

◇試合方法 15分－3分－15分　

　6年の部：12チームを2グループに分け予選リーグを行い順位決定戦

　4年の部： 6チームの総当りリーグ戦

　　　　

◇順位決定 リーグ戦 　 勝点→得失点→総得点→当該勝敗→くじ引　（勝３、分１、負０）

順位決定戦　得点→3PK（全選手対象）

◇競技規則 日本サッカー協会「８人制サッカー競技規則」に準ずる

◇表　彰 Ｕ-12・Ｕ-10 優勝

次勝

三位

最優秀選手賞1名

優秀選手賞各チーム1名

◇参加費 10,000円　　当日、本部にてお受けいたします。

◇その他 参加者はスポーツ傷害保険に加入している事。

試合中に発生した負傷について本部で応急の手当ては行いますが、

　以後は各チームで対応下さい。



２．参加チーム

　No. チーム名 U-12 U-10

1 兼六フットボールクラブ ○

2 FCひがしジュニア ○

3 東明FC ○

4 小杉少年サッカークラブ ○

5 大門少年サッカークラブ ○

6 万葉FC ○

7 野村FCスポーツ少年団 ○

8 FC南星スポーツ少年団 ○

9 ＦＣ．ＣＡＭＰＩＯＮＥ ○

10 ケンセイFC蟹谷Ｊｒ ○

11 井波サッカースポーツ少年団 ○

12 大沢野少年サッカークラブ ○

13 氷見FCジュニア ○

14 小杉南少年フットボールクラブ ○

15 ＳＥＩＢＵ．ＳＣ ○

16 中田JFC　U-12 ○

17 中田JFC　U-10 ○

18 中田JFC　U-9 ○



３．予選リーグ対戦表
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◇８月４日（土）

開始
時刻

9:00 中田U-10 VS 小杉南 万葉 VS 南星 大門 VS ｶﾝﾋﾟｵｰﾈ

9:40 大沢野 VS 氷見 ＦＣひがし VS 小杉 野村 VS 東明

10:20 SEIBU VS 中田U-9 兼六 VS 中田U-12 井波 VS 蟹谷

11:00 氷見 VS 中田U-10 小杉 VS 万葉 東明 VS 大門

11:40 中田U-9 VS 大沢野 中田U-12 VS ＦＣひがし 蟹谷 VS 野村

12:20 小杉南 VS SEIBU 南星 VS 兼六 ｶﾝﾋﾟｵｰﾈ VS 井波

13:00 大沢野 VS 中田U-10 ＦＣひがし VS 万葉 野村 VS 大門

13:40 SEIBU VS 氷見 兼六 VS 小杉 井波 VS 東明

14:20 小杉南 VS 中田U-9 南星 VS 中田U-12 ｶﾝﾋﾟｵｰﾈ VS 蟹谷

審判は２審制、当該対戦チームでお願いします。 各試合 左が主審、右が副審で行います。

◇８月５日（日）

開始
時刻

9:00 ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ VS ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ 万葉 VS 兼六 大門 VS 井波

9:40 中田U-10 VS ＳＥＩＢＵ 小杉 VS 中田U-12 東明 VS 蟹谷

10:20 氷見 VS 中田U-9 ＦＣひがし VS 南星 野村 VS ｶﾝﾋﾟｵｰﾈ

11:00 大沢野 VS 小杉南 中田U-12 VS 万葉 蟹谷 VS 大門

11:40 ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ VS ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ 兼六 VS ＦＣひがし 井波 VS 野村

12:20 中田U-9 VS 中田U-10 南星 VS 小杉 ｶﾝﾋﾟｵｰﾈ VS 東明

13:00 ＳＥＩＢＵ VS 大沢野

13:40 小杉南 VS 氷見

審判は２審制、当該対戦チームでお願いします。 各試合 左が主審、右が副審で行います。

 順位決定戦

開始
時刻

13:20 Ａ５位 VS Ｂ５位 Ａ６位 VS Ｂ６位

14:00 Ａ３位 VS Ｂ３位 Ａ４位 VS Ａ４位

14:40 Ａ１位 VS Ｂ１位 Ａ２位 VS Ｂ２位

15:30

Ｂコート（U-12) Ｃコート（U-12)

閉会式･表彰式（全チームの参加をお願いします。）

Ａコート（U-10) Ｂコート（U-12)

U-12の部　リーグ結果集計・時間調整

13：20より
順位決定戦をBコート、Cコートにて行います。

Ｃコート（U-12)

Ａコート（U-10) Ｃコート（U-12)Ｂコート（U-12)



　◇会場図と注意事項

・公共施設の利用は節度をもって大切に使用し、特に許可された以外への場所への立入りは
　禁止します。各チームの責任において厳重に注意をお願いします。
・車両は指定された場所に駐車をお願いします。
・テント等を搬入する場合は、搬入口からお願いします。
・会場の美化とゴミの持帰りにご協力をお願いします。

：車両整理係 配置位置 


