
１．主　旨　県内外から少年サッカーチームを招き、競技を通じて少年サッカーのレベル
　の向上と交流を図るとともに親睦を深める。

２．主　催　羽咋市サッカー協会　　羽咋ＦＣジュニア保護者会

３．後　援　羽咋市教育委員会　　羽咋市体育協会　　羽咋市観光協会　　北國新聞社
　能越ケーブルネット

４．協　力　羽咋ＦＣジュニアユース

５．会　場　羽咋市眉丈台地スポーツ広場

６．大会日程 　開会式　 　閉会式
８月２日(土） １４：００～
　　 ３日(日） １５：１０～

７．競技規則
　　　 日本サッカー協会「サッカー競技規則」による。
　　　 但し、下記の項目については別に定める。
　　　 ①　　競技時間　　予選リーグ・決勝トーナメントともに１５‐５‐１５分で行う。

　　　　　　　　（但し、 決勝戦のみ延長戦１０分を行う）
　　　 ②　　エントリー及び交代人数
　　　　　　　選手の登録は、 特に制限しない。 また、 交代は、 自由な交代を採用する。
　　　 ③　　試合球　　　　各チームで１個用意してください。

８．試合方法
　　　 参加チームを２４チームを８グループに分け、総当りの予選リーグを行う。 
　　 　予選リーグにおいては、勝ち点3点、引き分け１点、負け０点で順位を決定し、同
　　 　点の場合は得失点差、総得点、当該チームの勝敗の順に順位を決定する。尚、
　　 　決しない時は当該チーム同士のＰＫ方式により決定する。
　　　 予選リーグにおいて確定した順位をもとに、各組１位、2位による決勝トーナメント
        進出決定戦を行い、勝った８チームがＵＦＯ杯トーナメントに進出、負けた８チーム
        が協会長杯トーナメントに進出する。
　　 　予選3位のチームは、予選終了後１試合フレンドリーマッチを行い、翌日８チームに
 　　　よるＦＣトーナメントを行う。
　　　 決勝トーナメントにおいて、同点の場合はＰＫ方式(3人制）にて勝敗を決する。但し、
　　　 決勝戦において、同点の場合は１０分間の延長戦を行い、それでも決しない時は
　　　 ＰＫ方式にて勝敗を決する。
　　　 また、大会当日の気温がかなり高くなるのが予想されますので、原則として給水タイ
　　　 ムをとります。但し、前後半１分ずつ１回とし、試合はランニングタイムで流すものと
　　　 する。

　９．表　彰
　　　　 団　体 ＵＦＯ杯 １位　　　　賞状　　トロフィー　　　　優勝カップ

２位　　　　賞状　　トロフィー　　　
３位　　　　賞状　　トロフィー　　　　
敢闘賞　　賞状　　トロフィー

協会長杯 １位　　　　賞状　　トロフィー
FC杯 １位　　　　賞状　　トロフィー

　　
　　　　 個　人 最優秀選手賞（優勝チームから１名）

優秀選手賞（各チーム１名）

１０．その他
　　　　　  ①　　試合中に発生した負傷の応急手当はいたしますが、 その後の治療に関し
　　　　　　　　　 ては各チーム及び保護者で責任を持ってお願い致します。
　　　　　　②　　各団で出たゴミは責任を持って、 必ず持ち帰ってください。
　　　　　　③　　ユニホームの整わないチームは、 ゼッケンを着用する。

１１．大会参加費
　　　　　　参加１チームにつき、 １０，０００円を当日朝大会本部に納めてください。

大 会 実 施 要 項

競　技　日　程
８：３０～１７：００
８：３０～１５：００



★　8月2日（土）　予選リーグ

Ａリーグ 大谷 高松 テイヘンズ 勝点 得点 失点 得失差 順位

大谷

高松

テイヘンズ

Ｂリーグ 羽咋A 美川 中郷 勝点 得点 失点 得失差 順位

羽咋A

美川

中郷

Ｃリーグ 氷見 押水 仲良し 勝点 得点 失点 得失差 順位

氷見

押水

仲良し

Dリーグ 富樫 輪島 松任中央 勝点 得点 失点 得失差 順位

富樫

輪島

松任中央

Eリーグ 七尾 笠間 敦賀 勝点 得点 失点 得失差 順位

七尾

笠間

敦賀

Fリーグ 額 羽咋B 戸出 勝点 得点 失点 得失差 順位

額

羽咋B

戸出

Gリーグ 定塚 白山 東和 勝点 得点 失点 得失差 順位

定塚

白山

東和

Hリーグ 三和 鹿西 旭丘 勝点 得点 失点 得失差 順位

三和

鹿西

旭丘

＜ 大会1日目 ＞　　組　合　せ　表  



　★　８月２日（土）　予選リーグ

　　Ａコート

主審 副審 副審
　　８：３０～　９：０５ 大谷 － 高松 協会 協会 Jr ﾕｰｽ

　　９：１０～　９：４５ 羽咋A － 美川 大谷 高松 Jr ﾕｰｽ

　　９：５０～１０：２５ 氷見 － 押水 羽咋A 美川 Jr ﾕｰｽ

　１０：３０～１１：０５ 大谷 － テイヘンズ 氷見 押水 Jr ﾕｰｽ

　１１：１０～１１：４５ 羽咋A － 中郷 大谷 テイヘンズ Jr ﾕｰｽ

　１１：５０～１２：２５ 氷見 － 仲良し 羽咋A 中郷 Jr ﾕｰｽ

　１２：３０～１３：０５ 高松 － テイヘンズ 氷見 仲良し Jr ﾕｰｽ

　１３：１０～１３：４５ 美川 － 中郷 高松 テイヘンズ Jr ﾕｰｽ

　１３：５０～１４：１０

　１４：２０～１４：５５ A１位 － E２位 D１位 H２位 Jr ﾕｰｽ

　１５：００～１５：３５ B１位 － F２位 A１位 E２位 Jr ﾕｰｽ

　１５：４０～１６：１５ C１位 － G２位 B１位 F２位 Jr ﾕｰｽ

　１６：２０～１６：５５ D１位 － H２位 C１位 G２位 Jr ﾕｰｽ

　　Ｂコート

主審 副審 副審
　　８：３０～　９：０５ 富樫 － 輪島 協会 協会 Jr ﾕｰｽ

　　９：１０～　９：４５ 七尾 － 笠間 富樫 輪島 Jr ﾕｰｽ

　　９：５０～１０：２５ 額 － 羽咋B 七尾 笠間 Jr ﾕｰｽ

　１０：３０～１１：０５ 富樫 － 松任中央 額 羽咋B Jr ﾕｰｽ

　１１：１０～１１：４５ 額 － 戸出 富樫 松任中央 Jr ﾕｰｽ

　１１：５０～１２：２５ 輪島 － 松任中央 額 戸出 Jr ﾕｰｽ

　１２：３０～１３：０５ 笠間 － 敦賀 輪島 松任中央 Jr ﾕｰｽ

　１３：１０～１３：４５ 押水 － 仲良し 笠間 敦賀 Jr ﾕｰｽ

　１３：５０～１４：１０

　１４：２０～１４：５５ E１位 － A２位 H１位 D２位 Jr ﾕｰｽ

　１５：００～１５：３５ F１位 － B２位 E１位 A２位 Jr ﾕｰｽ

　１５：４０～１６：１５ G１位 － C２位 F１位 B２位 Jr ﾕｰｽ

　１６：２０～１６：５５ H１位 － D２位 G１位 C２位 Jr ﾕｰｽ

　　Ｃコート

主審 副審 副審
　　８：３０～　９：０５ 定塚 － 白山 協会 協会 Jr ﾕｰｽ

　　９：１０～　９：４５ 三和 － 鹿西 定塚 白山 Jr ﾕｰｽ

　　９：５０～１０：２５ 定塚 － 東和 三和 鹿西 Jr ﾕｰｽ

　１０：３０～１１：０５ 七尾 － 敦賀 定塚 東和 Jr ﾕｰｽ

　１１：１０～１１：４５ 三和 － 旭丘 七尾 敦賀 Jr ﾕｰｽ

　１１：５０～１２：２５ 白山 － 東和 三和 旭丘 Jr ﾕｰｽ

　１２：３０～１３：０５ 羽咋B － 戸出 白山 東和 Jr ﾕｰｽ

　１３：１０～１３：４５ 鹿西 － 旭丘 羽咋B 戸出 Jr ﾕｰｽ

　１３：５０～１４：１０

　１４：２０～１４：５５ A３位 － E３位 D３位 H３位 Jr ﾕｰｽ

　１５：００～１５：３５ B３位 － F３位 A３位 E３位 Jr ﾕｰｽ

　１５：４０～１６：１５ C３位 － G３位 B３位 F３位 Jr ﾕｰｽ

　１６：２０～１６：５５ D３位 － H３位 C３位 G３位 Jr ﾕｰｽ

＜ 大会1日目 ＞　　大　会　日　程

時　　　間 対　戦　カ　ー　ド

開　　会　　式

時　　　間 対　戦　カ　ー　ド

                          以下、決勝トーナメント進出決定戦

                            以下、フレンドリーマッチ

開　　会　　式

時　　　間 対　戦　カ　ー　ド

開　　会　　式

                          以下、決勝トーナメント進出決定戦



 ★　８月３日（日）　決勝トーナメント・順位トーナメント

【 ＵＦＯ杯トーナメント 】

　こ

　け

　お 　か

　あ 　い 　う 　え

A１‐E2勝者 B1-F2勝者 C1‐G2勝者 D1-H2勝者 E１‐A2勝者 F１‐B2勝者 G1‐C2勝者 　H１‐D2勝者

　き 　く

【 協会長杯トーナメント 】

　て

　そ 　た

　さ 　し 　す 　せ

A１‐E2敗者 B1-F2敗者 C1‐G2敗者 D1-H2敗者 E１‐A2敗者 F１‐B2敗者 G1‐C2敗者 　H1‐D2敗者

　ち 　つ

【 ＦＣ杯トーナメント 】

　へ

　の 　は

　な 　に 　ぬ 　ね

　A３位 H３位 　B３位 　G３位 　C３位 F３位 　D３位 　E３位

　ひ 　ふ

＜ 大会2日目 ＞　　試　　合　　表

ＵＦＯ杯

協会長杯

ＦＣ杯



　★　８月３日（日）　決勝トーナメント・順位トーナメント

　　Ａコート

試合順 主審 副審 副審

あ 　　８：３０～　９：０５ A1‐E2勝者 － B1‐F2勝者 協会 協会 協会

い 　　９：１０～　９：４５ C1‐G2勝者 － D1‐H2勝者 A1‐E2勝者 B1‐F2勝者 ２位①

う 　　９：５０～１０：２５ E1‐A2勝者 － F1‐B2勝者 C1‐G2勝者 D1‐H2勝者 Ｂ１位

え 　１０：３０～１１：０５ G1‐C2勝者 － H1‐D2勝者 E1‐A2勝者 F1‐B2勝者 Ｆ１位

お 　１１：１０～１１：４５ 「あ」の勝者 － 「い」の勝者 G1‐C2勝者 H1‐D2勝者 Ｄ１位

か 　１１：５０～１２：２５ 「う」の勝者 － 「え」の勝者 「あ」の勝者 「い」の勝者 「い」の勝者

き 　１２：３０～１３：０５ 「あ」の敗者 － 「い」の敗者 「う」の勝者 「え」の勝者 「え」の勝者

く 　１３：１０～１３：４５ 「う」の敗者 － 「え」の敗者 「あ」の敗者 「い」の敗者 「い」の敗者

け 　１３：５０～１４：２５ 「お」の敗者 － 「か」の敗者 「う」の敗者 「え」の敗者 「え」の敗者

こ 　１４：３０～１５：０５ 「お」の勝者 － 「か」の勝者 協会 協会 協会

　　Ｂコート

試合順 主審 副審 副審

さ 　　８：３０～　９：０５ A1‐E2敗者 － B1‐F2敗者 協会 協会 Jr ﾕｰｽ

し 　　９：１０～　９：４５ C1‐G2敗者 － D1‐H2敗者 A1‐E2敗者 B1‐F2敗者 Jr ﾕｰｽ

す 　　９：５０～１０：２５ E1‐A2敗者 － F1‐B2敗者 C1‐G2敗者 D1‐H2敗者 Jr ﾕｰｽ

せ 　１０：３０～１１：０５ G1‐C2敗者 － H1‐D2敗者 E1‐A2敗者 F1‐B2敗者 Jr ﾕｰｽ

そ 　１１：１０～１１：４５ 「さ」の勝者 － 「し」の勝者 G1‐C2敗者 H1‐D2敗者 Jr ﾕｰｽ

た 　１１：５０～１２：２５ 「す」の勝者 － 「せ」の勝者 「さ」の勝者 「し」の勝者 Jr ﾕｰｽ

ち 　１２：３０～１３：０５ 「さ」の敗者 － 「し」の敗者 「す」の勝者 「せ」の勝者 Jr ﾕｰｽ

つ 　１３：１０～１３：４５ 「す」の敗者 － 「せ」の敗者 「さ」の敗者 「し」の敗者 Jr ﾕｰｽ

て 　１３：５０～１４：２５ 「そ」の勝者 － 「た」の勝者 「す」の敗者 「せ」の敗者 Jr ﾕｰｽ

　　Cコート

試合順 主審 副審 副審

な 　　８：３０～　９：０５ A３位 － H３位 協会 協会 Jr ﾕｰｽ

に 　　９：１０～　９：４５ B３位 － G３位 A３位 H３位 Jr ﾕｰｽ

ぬ 　　９：５０～１０：２５ C３位 － F３位 B３位 G３位 Jr ﾕｰｽ

ね 　１０：３０～１１：０５ D３位 － E３位 C３位 F３位 Jr ﾕｰｽ

の 　１１：１０～１１：４５ 「な」の勝者 － 「に」の勝者 D３位 E３位 Jr ﾕｰｽ

は 　１１：５０～１２：２５ 「ぬ」の勝者 － 「ね」の勝者 「な」の勝者 「に」の勝者 Jr ﾕｰｽ

ひ 　１２：３０～１３：０５ 「な」の敗者 － 「に」の敗者 「ぬ」の勝者 「ね」の勝者 Jr ﾕｰｽ

ふ 　１３：１０～１３：４５ 「ぬ」の敗者 － 「ね」の敗者 「な」の敗者 「に」の敗者 Jr ﾕｰｽ

へ 　１３：５０～１４：２５ 「の」の勝者 － 「は」の勝者 「ぬ」の敗者 「ね」の敗者 Jr ﾕｰｽ

閉会式

時　　　間 対　戦　カ　ー　ド

＜ 大会2日目 ＞　　大　会　日　程

時　　　間 対　戦　カ　ー　ド

時　　　間 対　戦　カ　ー　ド

閉会式

閉会式

Ａ ト Ｂ ト 


