
１．主　旨　サッカーを始めて間もない子供達に、練習の延長としての対外試合の機会を
　創設し、練習の成果を発揮する場として活用してもらう。
　また、出来るだけたくさん試合が出来る設定にし、多くの仲間達と交流を深め、
　今後も継続して切磋琢磨していく場とする。

２．主　催　羽咋市サッカー協会　　羽咋ＦＣジュニア保護者会

３．会　場　羽咋市眉丈台地スポーツ広場

４．大会日程

6月12日(日） ＊小雨決行

５．競技方法
　　　 ①　　競技人数　　５人制

　　　 ②　　交代　　　　　自由な交代を採用（インプレー中に交代可能）

　　　 ③　　審判　　　　　１人制で行います
　　（審判服の着用の義務付けはしませんが、選手達と区別出来る
　　　服装で実施をお願いします）

　　　 ④　　試合数　　　　参加２１チームを３グループに分け（１グループ７チーム）、総当
　　　　　　　　　　　　　　　たりで各チーム６試合を実施する。

　　 　　　　　　　　　　　　　　　
　　　 ⑤　　表　彰　　　　　チーム表彰は行いませんが、各チーム１名に敢闘賞を進呈

　　　 ⑥　　参加費　　　　１チーム：３，０００円（２チームエントリーの場合：５，０００円）

　　　 ⑦　　その他　　　　　
　　　　　　　　　　　（１）　駐車場に限りがございますので、トラブル回避のためにも、各チーム　
　　　　　　　　　　　　　　４・５台までに抑えて頂きますようお願いします。
　　　　　　　　　　　（２）　各チーム全日程終了後、それぞれ本部にて敢闘賞を贈呈して解散
　　　　　　　　　　　　　　と致します。（閉会式は無し）
　　　　　　　　　　　（３）　ユニホームが整わない場合は、ビブス着用で構いません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４）　各チームで出たゴミは責任を持って、必ず持ち帰って下さい。
　　　　　　　　　　　（５）　大会当日雨天中止になるような場合は７時までに連絡致します。

 実 施 要 項

競　技　日　程
９：００～１４：４０
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クラブパレットサッカースクールB

テイヘンズＦＣ金沢Ｕ-12B

参　加　チ　ー　ム

アカシアサッカースポーツ少年団

額サッカースポーツ少年団A

額サッカースポーツ少年団B

テイヘンズＦＣ金沢Ｕ-12A

根上サッカークラブ

中条サッカースポーツ少年団

珠洲エスペランサフットボールクラブ

能瀬サッカースポーツ少年団

クラブパレットサッカースクールA

志賀町サッカースポーツ少年団

美川ＦＣジュニア

森本サッカースポーツ少年団

兼六フットボールクラブ

仲良しスポーツ少年団

羽咋フットボールクラブジュニアＢ

（以上　21チーム）

高松少年サッカークラブ

旭丘フットボールクラブ

蕪城サッカースポーツ少年団

羽咋フットボールクラブジュニアＡ



　　９：００～　９：１０ 中条 － 羽咋A テイヘンズA 高松 － 能瀬 松任中央 志賀町 － パレットB 森本
　　９：１５～　９：２５ 仲良し － 額B 中条 パレットA － アカシア 高松 兼六 － 羽咋B 志賀町
　　９：３０～　９：４０ テイヘンズA － 美川 仲良し 松任中央 － テイヘンズB パレットA 森本 － 額A 兼六
　　９：４５～　９：５５ 羽咋A － 珠洲 美川 能瀬 － 根上 テイヘンズB パレットB － 旭丘 額A
　１０：００～１０：１０ 中条 － 仲良し 羽咋A 高松 － パレットA 能瀬 志賀町 － 兼六 パレットB
　１０：１５～１０：２５ 額B － テイヘンズA 中条 アカシア － 松任中央 高松 羽咋B － 森本 志賀町
　１０：３０～１０：４０ 美川 － 珠洲 額B テイヘンズB － 根上 アカシア 額A － 旭丘 羽咋B
　１０：４５～１０：５５ 羽咋A － 仲良し 珠洲 能瀬 － パレットA 根上 パレットB － 兼六 旭丘
　１１：００～１１：１０ 中条 － 額B 仲良し 高松 － アカシア パレットA 志賀町 － 羽咋B 兼六
　１１：１５～１１：２５ テイヘンズA － 珠洲 額B 松任中央 － 根上 アカシア 森本 － 旭丘 羽咋B
　１１：３０～１１：４０ 羽咋A － 美川 珠洲 能瀬 － テイヘンズB 根上 パレットB － 額A 旭丘
　１１：４５～１１：５５ 仲良し － テイヘンズA 羽咋A パレットA － 松任中央 能瀬 兼六 － 森本 パレットB
　１１：５５～１２：２５
　１２：３０～１２：４０ 額B － 珠洲 テイヘンズA アカシア － 根上 松任中央 羽咋B － 旭丘 森本
　１２：４５～１２：５５ 中条 － 美川 額B 高松 － テイヘンズB アカシア 志賀町 － 額A 羽咋B
　１３：００～１３：１０ 羽咋A － 額B 美川 能瀬 － アカシア テイヘンズB パレットB － 羽咋B 額A
　１３：１５～１３：２５ 中条 － テイヘンズA 羽咋A 高松 － 松任中央 能瀬 志賀町 － 森本 パレットB
　１３：３０～１３：４０ 仲良し － 珠洲 中条 パレットA － 根上 高松 兼六 － 旭丘 志賀町
　１３：４５～１３：５５ 額B － 美川 仲良し アカシア － テイヘンズB パレットA 羽咋B － 額A 兼六
　１４：００～１４：１０ 羽咋A － テイヘンズA 美川 能瀬 － 松任中央 テイヘンズB パレットB － 森本 額A
　１４：１５～１４：２５ 中条 － 珠洲 テイヘンズA 高松 － 根上 松任中央 志賀町 － 旭丘 森本
　１４：３０～１４：４０ 仲良し － 美川 珠洲 パレットA － テイヘンズB 根上 兼六 － 額A 旭丘

対　戦　カ　ー　ド

昼休憩（時間調整）

　　大　会　日　程　表

対　戦　カ　ー　ド 対　戦　カ　ー　ド
時　　　間 Aコート 審判 Bコート Cコート審判 審判


