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1日立能登青少年交流の家

期 日 :

場 の家キヤラクター をノどィ

平成 23年 1月 22日 (■):予選 リーグ

23日 (日 ):決勝 トーすメン ト

∪-11… 羽昨体育館・志賀町総合体育館

U-10… 国立能登青少年交流の家体育館

羽昨小学校体育館コ

22日 (土 )…・鹿島体育センター 23日 (日 )…・押水総合体育館
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会 場 :

川嗜  パ
Sports every day



優 勝 準優勝 第 3位

第 1回大会 仲良しスポーツ少年団 鵜坂キッカーズ FC.丁 ONジュニア

第2回大会 F Ce丁 ONジュニア 仲良しスポーツ少年団
戸出サッカースポーツ

少年団A

大会記録 (∪ -11)

駐車場について (お願い)

国立能登青少年交流の家の構内道路および建物

周辺の空き地への駐車は,緊急車両の通行の妨げ

となる可能性があるため,許可されておりません。

必ず下記,駐車場へ駐車してください。



器ざ窃ゆ鋤恣釉オ中壌ンド露∬申ふ鶉渫

趣 旨  サッカー (フ ッ トサル)で地域を越えた交流を図り,青少年の健全な心身
の育成と参加者相互の親睦,競技技術の向上を目指す。

2 主 催

3 共 催

4 主 管

5後 援

6 期 日

羽昨市サ ッカー協会

目立能登青少年交流の家

羽昨 FCジュニア

北國新聞社 口 (株)ミ カサ

飾 稼雛麟‖‖題解,III

輻

藝鰺鸞‖1鰹魯
蒻魃鞠欄露
翻蝙轟欄盤

平成23年 1月 22日 (土):予選リーグ
23日 (日):決勝 トーナメント

会 場  U-11:羽 昨体育館 TEL 0767-22-3312

志賀町総合体育館 丁EL 0767-32-3777

U-10:国 立能登青少年交流の家体育館 丁EL 0767-22-3121

羽昨小学校体育館 TEL 0767-22-0129

22日 (土 )・
・・鹿島体育センター TEL 0767-76-1848

23日 (日 )…押水総合体育館 丁EL 0767-28-4749

参 加  U-11(5年 生以下):32チ ーム

U-10(4年 生以下):24チ ーム

大会形式

<U-11>
(1)予選 り下グは 32チームを 8チームずつ 4グループ (A・ B・ C・ D)に分けて

リーグ戦を行う。
(2)予選リーグにおける順位決定方法は,勝点合計が多いチームを上位とし,順位を

決定する。勝点は,勝ち3,引分け1,負け0と する。ただし,勝点合計が同じ

場合は,以下の順位により決定する。

①得失点差  ②総得点数  ③当該チーム間の対戦成績  ④抽選
(3)決勝 トーナメント

各予選リーグ 1・ 2位フ 3日 4位フ 5・ 6位, 7・ 8位チームでそれぞれ決勝 ト
ーナメントを行う。

<∪ -10>
(1)予選リーグは24チームを8チームずつ3グループ (A・ B口 C)に分けてリー

グ戦を行う。

(2)予選リーグにおける順位決定方法は,U-11と 同じとする。

(3)決勝 トーナメント

予選リーグの順位で下記の3グループに分けて,決勝トーナメントを行う。
日決勝丁① :予選1位, 2位,各グループの3位から上位2チーム

熙蜀



・決勝丁② :予選各グループの3位から下位1チニム,4位,5位,各グループ
の6位から上位1チーム

ロ決勝丁③ :予選各グループの6位から下位2チニム, 7位,8位

※各グループ間の順位決定方法は′勝点合計が多いチームを上位とし,順位を
決定する。ただし,勝点合計が同じ場合は,以下の順位により決定する。
①得失点差  ②総得点数l ④抽選

10 大会規定

競技規則は平成22年度日本サッカー協会フットサル競技規則による。ただし,以
下の項目については,本大会の規定を別に定める。

(1)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,交代は自由とする。

(2)試合時間

予選リーグは12分間のプレーイングタイムとし,ハーフタイムは設けない。

試合と試合の間隔は3分間とする。

決勝 トーナメントは20分間 (前後半各 10分)のプレーイングタイムとし,

ハーフタイムのインターバルは2分間とする。試合と試合の間隔も2分間とす

る。

(3)試合の勝者を決定する方法 (競技時間内で勝敗が決しない場合)

①予選リーグ :引分け

②決勝 トーナメント (決勝戦を除く):延長なし。PK方式 (3人)により勝

敗を決定する。

③決勝戦 :6分間 (前後半各 3分)の延長戦を行いフ決しない場合はPK方式

(3人)により勝敗を決定する。延長戦に入る前のインターバルは5分間と

する。          |

11 表 彰 ・U-11日 10の各決勝 トーナメント, 3位まで賞状。
口U-11‐ 10の 1位・ 2位チームには,優勝杯フ準優勝杯を贈呈。
・最優秀選手賞 (金メダル)・・・U-111 1・ 2位 T優勝チームから1名。

優秀選手賞 (銀メダル) …U-11各 チームから1名。

12 参加費 ◎チーム参加費 U-11… 3,000円 フU-10・ :・ 3,000円
※一つの部に2チーム参加でも,3,000円 とします。

◎個人参加費 ・小学生  2,420円 (食費4食分,シーツ代,保険料).※
館内テント泊の小学生は2,220円 (食費4食分,保険料)

・六 人  2,450円 (食費4食分,シーツ代,保険料).            ・懇親会出席者 3,300円 (食費3食分,懇親会費11500円 ,シー
ツ代,保険料)

13 持ち物  ユニホーム ロ体育館用シューズ ロ着替え (下着・ジャージ等)・ 洗面用具

お風呂セットロ個人用ゴミ袋・その他必要な物
※館内は土足可。
※お風呂にはボディーソープはありますが,シャンプーフ リンスはありません。
※宿舎でドライヤTは使えません。浴室脱衣場でご使用ください。
※館内テント泊の小学生は,厚手の就寝着をご準備ください。

14 その他  日間い合わせ先 日立能登青少年交流の家 福 田 丁EL 0767-22-3121


