
日時日時日時日時 平成平成平成平成28282828年年年年11111111月月月月26262626日日日日((((土土土土)))) UUUU----8888大会大会大会大会 8888::::00000000～～～～11111111：：：：15151515

UUUU----9999大会大会大会大会 11111111：：：：30303030～～～～17171717：：：：00000000

場所場所場所場所 サンアリーナサンアリーナサンアリーナサンアリーナ川北川北川北川北 石川県能美郡川北町字壱石川県能美郡川北町字壱石川県能美郡川北町字壱石川県能美郡川北町字壱ツツツツ屋屋屋屋174174174174

076-277-1111076-277-1111076-277-1111076-277-1111

※※※※駐車場駐車場駐車場駐車場にににに限限限限りがございますのでりがございますのでりがございますのでりがございますので、、、、各各各各チームチームチームチーム5555台台台台までのまでのまでのまでの乗乗乗乗りりりり合合合合わせにごわせにごわせにごわせにご協力下協力下協力下協力下さいさいさいさい。。。。

大会主催大会主催大会主催大会主催 フットサルショップフットサルショップフットサルショップフットサルショップVIDAVIDAVIDAVIDA　　　　

大会後援大会後援大会後援大会後援 川北町川北町川北町川北町サッカーサッカーサッカーサッカー協会協会協会協会

北國新聞社北國新聞社北國新聞社北國新聞社

※※※※おおおお会計会計会計会計はははは現金現金現金現金のみとなりますのみとなりますのみとなりますのみとなります。。。。



次代のサッカーを担う少年達に、技術面と精神面の練磨を願い、鍛錬の

場として提供することを目的とする。

2016/11/26(土)

3.参加団　

(U-8　6ﾁｰﾑ　U-9　12チーム　計18チーム)

根上サッカークラブ 川北FCジュニア

太白台FC 旭丘サッカースポーツ少年団

BRAQUTOS　KANAZAWA FCフェリース

根上サッカークラブ 美川FCジュニア

太白台FC アカシアサッカースポーツ少年団

川北FCジュニア 仲良しスポーツ少年団

旭丘サッカースポーツ少年団伊井小サッカースポーツ少年団

和気FC コリナスJr.

今江サッカークラブ テイヘンズフットボールクラブ

4.会場

サンアリーナ川北 石川県能美郡川北町字壱ツ屋174

5.大会規定

日本サッカー協会『少年フットサル競技規則』による。

但し、下記の項目を優先する。

①試合球　 ：公認3号フットサルボール

②競技人数　 ：5人制　登録人数…特に制限しない

③交代人数 ：特に制限しない(自由な交代)

④試合時間 UUUU----8888大会大会大会大会　　　　

予選　　　　　6-2-6分

トーナメント　8-2-8分

UUUU----9999大会大会大会大会

予選　　　　　10分　1本

トーナメント　8-2-8分

6.試合方法

UUUU----8888大会大会大会大会

全6チームを3チームずつに分け、リーグ戦で予選を行い、

その後に決勝トーナメントにて最終順位を決定します。

UUUU----9999大会大会大会大会

全12チームを6チーム2グループに分け、総当りのリーグ戦後、順位決定戦を行う。

7.審判

割り当てに基づき、各チーム1名ずつで審判担当を行う。

※※※※主審主審主審主審はははは試合後試合後試合後試合後にににに必必必必ずずずず口頭口頭口頭口頭でででで本部本部本部本部にににに結果報告結果報告結果報告結果報告おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。

8.順位決定・決勝トーナメント

勝点　(勝者○-3点、引き分け△-1点、敗者●-0点)

順位は次の点の多い順を優先し決定します。

(1-勝点、2-得失点差、3-総得点、4-当該チームの勝敗)

同点の場合は代表1人によるPK戦を行う、尚決しない場合はサドンデス。

トーナメント戦

1.大会趣旨

2.大会日程

大会実施要項及大会実施要項及大会実施要項及大会実施要項及びびびび規程規程規程規程

リーグ戦

UUUU----8888大会大会大会大会

UUUU----9999大会大会大会大会



9.表彰

下記のように表彰します。

UUUU----8888大会大会大会大会

優勝 表彰状 副賞　プラクティスTシャツ5枚

準優勝 表彰状 副賞　大会球

最優秀選手賞 1名(優勝チームより選出)

優秀選手賞 5名(優勝チーム以外の各チームより1名選出)

UUUU----9999大会大会大会大会

優勝 表彰状 副賞　プラクティスTシャツ5枚

準優勝 表彰状 副賞　大会球

第3位 表彰状

最優秀選手賞 1名(優勝チームより選出)

優秀選手賞 11名(優勝チーム以外の各チームより1名選出)

10.大会参加費

大会参加費として、各チーム6,000円をお願いします。

11.参加上の注意

①参加者は全員スポーツ障害保険に加入済みであることとします。

②試合には常時指導し得る指導者が帯同して下さい。

③大会中に発生した負傷、疾病等については、大会本部で応急手当をしますが

その後の治療に関しましては、各チームの責任において処置してください。

④参加選手は必ず『すね当て』を着用してください。

⑦スパイクシューズの使用は禁止します。

12.参加上のお願い

①来場はU-8大会は8:00以降、午後の部は11：30以降にお願いします。

②会場へは案内にしたがってお越しください。

③車には必ずチーム名を記したものをダッシュボードに掲示下さい。

④路上駐車等の迷惑駐車は行わないで下さい。

⑤駐車場は各チーム5台までの乗り合わせにご協力下さい。

⑥各チームの待機場所は、配置図に従って設営して下さい。

⑦喫煙に関してはマナーを守り、ポイ捨て等は行わないで下さい。

⑧会場で出たゴミは、各団でお持ち帰り下さい。

⑨参加に要する費用は全て参加団で負担して下さい。

⑩不明な点は大会事務局までお問い合わせ下さい。

問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先

第8回VIDAキッズフットサルカップ　大会事務局　フットサルショップVIDA　和田毅

TEL 076-256-2385

e-mail kanazawa@e-vida.jp



ベンチベンチベンチベンチ ベンチベンチベンチベンチLLLL ベンチベンチベンチベンチRRRR ベンチベンチベンチベンチ ベンチベンチベンチベンチLLLL ベンチベンチベンチベンチRRRR

ＵＵＵＵ----8888　　　　大会大会大会大会
ＡＡＡＡピッチピッチピッチピッチ ＢＢＢＢピッチピッチピッチピッチ

8:008:008:008:00 8:008:008:008:00

8:158:158:158:15 8:158:158:158:15

チームチームチームチーム名名名名 8:408:408:408:40 フェリースフェリースフェリースフェリース ---- 川北川北川北川北 チームチームチームチーム名名名名 8:408:408:408:40 ブラクトスブラクトスブラクトスブラクトス ---- 旭丘旭丘旭丘旭丘

フェリースフェリースフェリースフェリース 8:588:588:588:58 根上根上根上根上 ---- フェリースフェリースフェリースフェリース ブラクトスブラクトスブラクトスブラクトス 8:588:588:588:58 太白台太白台太白台太白台 ---- ブラクトスブラクトスブラクトスブラクトス

川北川北川北川北 9:169:169:169:16 川北川北川北川北 ---- 根上根上根上根上 旭丘旭丘旭丘旭丘 9:169:169:169:16 旭丘旭丘旭丘旭丘 ---- 太白台太白台太白台太白台

根上根上根上根上 9:409:409:409:40 ①①①① AAAA----2222位位位位 ---- BBBB----3333位位位位 太白台太白台太白台太白台 9:409:409:409:40 ②②②② ＢＢＢＢ----2222位位位位 ---- ＡＡＡＡ----3333位位位位

10:0510:0510:0510:05 ③③③③ BBBB----1111位位位位 ---- ①①①①のののの勝者勝者勝者勝者 10:0510:0510:0510:05 ④④④④ AAAA----1111位位位位 ---- ②②②②のののの勝者勝者勝者勝者

10:3010:3010:3010:30 ⑤⑤⑤⑤ ③③③③のののの勝者勝者勝者勝者 ---- ④④④④のののの勝者勝者勝者勝者 10:3010:3010:3010:30 ⑥⑥⑥⑥ ①①①①のののの敗者敗者敗者敗者 ---- ②②②②のののの敗者敗者敗者敗者

11:0011:0011:0011:00 11:0011:0011:0011:00

11:1511:1511:1511:15 11:1511:1511:1511:15

試合規則試合規則試合規則試合規則

2015201520152015年度日本年度日本年度日本年度日本サッカーサッカーサッカーサッカー協会協会協会協会フットサルフットサルフットサルフットサル競技規則競技規則競技規則競技規則によるによるによるによる。。。。一部大会一部大会一部大会一部大会ローカルルールローカルルールローカルルールローカルルールをををを適用適用適用適用。。。。 (4秒ルールなし・バックパスルールなし)

････試合方法試合方法試合方法試合方法 1111グループグループグループグループ3333チームチームチームチームののののAAAA,,,,BBBBグループグループグループグループにににに分分分分けけけけ予選予選予選予選リーグリーグリーグリーグをををを行行行行いいいい、、、、そのそのそのその後決勝後決勝後決勝後決勝トーナメントトーナメントトーナメントトーナメントをををを行行行行なうなうなうなう。。。。

････順位順位順位順位のののの決定決定決定決定 リーグリーグリーグリーグ戦戦戦戦でのでのでのでの勝点勝点勝点勝点　　　　((((勝者勝者勝者勝者○○○○----3333点点点点、、、、引引引引きききき分分分分けけけけ△△△△----1111点点点点、、、、敗者敗者敗者敗者●●●●----0000点点点点)))) ・・・・フェリースフェリースフェリースフェリース ・・・・ブラクトスブラクトスブラクトスブラクトス

順位順位順位順位はははは次次次次のののの点点点点のののの多多多多いいいい順順順順をををを優先優先優先優先しししし決定決定決定決定しますしますしますします。。。。((((1111----勝点勝点勝点勝点、、、、2222----得失点差得失点差得失点差得失点差、、、、3333----総得点総得点総得点総得点、、、、4444----当該当該当該当該チームチームチームチームのののの勝敗勝敗勝敗勝敗)))) ・・・・川北川北川北川北 ････旭丘旭丘旭丘旭丘

決勝決勝決勝決勝トーナメントトーナメントトーナメントトーナメントにおいてにおいてにおいてにおいて、、、、同点同点同点同点のののの場合場合場合場合はははは１１１１人目人目人目人目からからからからサドンデスサドンデスサドンデスサドンデスののののPKPKPKPK戦戦戦戦としますとしますとしますとします。。。。 ・・・・根上根上根上根上 ・・・・太白台太白台太白台太白台

・・・・試合時間試合時間試合時間試合時間　　　　 ①①①①ランニングタイムランニングタイムランニングタイムランニングタイム((((アウトオブプレーアウトオブプレーアウトオブプレーアウトオブプレーででででタイマータイマータイマータイマーをををを止止止止めないめないめないめない))))　　　　

②②②②予選予選予選予選12121212分分分分((((6666分分分分××××2222)()()()(ハーフタイムハーフタイムハーフタイムハーフタイム2222分分分分))))　　　　　　　　トーナメントトーナメントトーナメントトーナメント　　　　16161616分分分分((((8888分分分分××××2222)()()()(ハーフタイムハーフタイムハーフタイムハーフタイム2222分分分分))))

・・・・審判審判審判審判はははは各各各各チームチームチームチーム1111名制名制名制名制とするとするとするとする

ＢＢＢＢ

AAAAグループグループグループグループ

AAAA

試合試合試合試合

表彰式表彰式表彰式表彰式・・・・閉会式閉会式閉会式閉会式

解散解散解散解散

ＡＡＡＡ----1111位位位位

フェリースフェリースフェリースフェリース

予選予選予選予選 川北川北川北川北

根上根上根上根上

③③③③のののの敗者敗者敗者敗者

①①①①のののの敗者敗者敗者敗者

第第第第8888回回回回　ＶＩＤＡ　ＶＩＤＡ　ＶＩＤＡ　ＶＩＤＡキッズフットサルカップキッズフットサルカップキッズフットサルカップキッズフットサルカップ

予選予選予選予選

太白台太白台太白台太白台

旭丘旭丘旭丘旭丘

ブラクトスブラクトスブラクトスブラクトス

開場開場開場開場

代表者会議代表者会議代表者会議代表者会議

試合試合試合試合 審判審判審判審判審判審判審判審判

大会参加大会参加大会参加大会参加チームチームチームチーム

ＢＢＢＢ----1111位位位位

開場開場開場開場

代表者会議代表者会議代表者会議代表者会議

解散解散解散解散

②②②②のののの敗者敗者敗者敗者

④④④④のののの敗者敗者敗者敗者

表彰式表彰式表彰式表彰式・・・・閉会式閉会式閉会式閉会式

※※※※午後午後午後午後よりよりよりより、Ｕ、Ｕ、Ｕ、Ｕ10101010大会大会大会大会がががが開催開催開催開催されますのでされますのでされますのでされますので、、、、大会終了後大会終了後大会終了後大会終了後はははは速速速速やかにやかにやかにやかに解散解散解散解散のののの方方方方をごをごをごをご協力協力協力協力よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。

ＢＢＢＢグループグループグループグループ





11:30 開場

川北 11:45 代表者会議 ベンチベンチベンチベンチLLLL ベンチベンチベンチベンチRRRR ベンチベンチベンチベンチLLLL ベンチベンチベンチベンチRRRR 主審主審主審主審 副審副審副審副審 主審主審主審主審 副審副審副審副審

和気 12:10 川北 VS 和気 伊井小 VS 太白台 今江 - アカシア 根上 - 旭丘

今江 12:24 今江 VS 美川 根上 VS コリナス 川北 - 和気 伊井小 - 太白台

美川 12:38 アカシア VS 仲良し 旭丘 VS テイヘンズ 今江 - 美川 根上 - コリナス

アカシア 12:52 川北 VS 今江 伊井小 VS 根上 アカシア - 仲良し 旭丘 - テイヘンズ

仲良し 13:06 和気 VS アカシア 太白台 VS 旭丘 川北 - 今江 伊井小 - 根上

伊井小 13:20 美川 VS 仲良し コリナス VS テイヘンズ 和気 - アカシア 太白台 - 旭丘

太白台 13:34 川北 VS アカシア 伊井小 VS 旭丘 美川 - 仲良し コリナス - テイヘンズ

根上 13:48 和気 VS 美川 太白台 VS コリナス 川北 - アカシア 伊井小 - 旭丘

コリナス 14:02 今江 VS 仲良し 根上 VS テイヘンズ 和気 - 美川 太白台 - コリナス

旭丘 14:16 アカシア VS 美川 旭丘 VS コリナス 今江 - 仲良し 根上 - テイヘンズ

テイヘンズ 14:30 川北 VS 仲良し 伊井小 VS テイヘンズ アカシア - 美川 旭丘 - コリナス

14:44 和気 VS 今江 太白台 VS 根上 川北 - 仲良し 伊井小 - テイヘンズ

14:58 川北 VS 美川 伊井小 VS コリナス 和気 - 今江 太白台 - 根上

15:12 和気 VS 仲良し 太白台 VS テイヘンズ 川北 - 美川 伊井小 - コリナス

15:26 今江 VS アカシア 根上 VS 旭丘 和気 - 仲良し 太白台 - テイヘンズ

15:45

15:50

16:10

16:30

16:50

17:00 解散

閉会式閉会式閉会式閉会式

第第第第8888回回回回　ＶＩＤＡ　ＶＩＤＡ　ＶＩＤＡ　ＶＩＤＡキッズフットサルカップキッズフットサルカップキッズフットサルカップキッズフットサルカップ

AAAAコートコートコートコート BBBBコートコートコートコート

A

グ

ル

ー

プ

B

グ

ル

ー

プ

審判BBBBコートコートコートコート　　　　会場奥会場奥会場奥会場奥AAAAコートコートコートコート　　　　会場手前会場手前会場手前会場手前

予選リーグ

５位決定戦

予選６位チーム

予選４位チーム

予選５位チーム

予選３位チーム

予選１位チーム

予選２位チーム

代表者会議

順位決定戦

１１位決定戦

１位決定戦

３位決定戦

７位決定戦

9位決定戦



AAAAグループグループグループグループ UUUU----9999大会大会大会大会　　　　リーグリーグリーグリーグ戦表戦表戦表戦表

川北 和気 今江 美川 アカシア 仲良し 得失点 勝ち点 順位

川北

和気

今江

美川

アカシア

仲良し



BBBBグループグループグループグループ UUUU----9999大会大会大会大会　　　　リーグリーグリーグリーグ戦表戦表戦表戦表

伊井小 太白台 根上 コリナス 旭丘 テイヘンズ 得失点 勝ち点 順位

伊井小

太白台

根上

コリナス

旭丘

テイヘンズ



進入禁止進入禁止進入禁止進入禁止 進入禁止進入禁止進入禁止進入禁止

喫煙場喫煙場喫煙場喫煙場 喫煙場喫煙場喫煙場喫煙場

Ｕ－Ｕ－Ｕ－Ｕ－8888大会大会大会大会　　　　アリーナマップアリーナマップアリーナマップアリーナマップ

会議室
女子

更衣

室

玄関

事務室

男子男子男子男子

トイトイトイトイ

レレレレ

男子

更衣

室

女子女子女子女子

トイトイトイトイ

レレレレ

身障

本部

ホール

エントランス

ステージ

BBBBコートコートコートコート

ベンチベンチベンチベンチLLLLベンチベンチベンチベンチRRRR

太白台 旭丘

根上

ブラクト

ス

チームチームチームチーム休憩所休憩所休憩所休憩所チームチームチームチーム休憩所休憩所休憩所休憩所

ベンチベンチベンチベンチLLLL

AAAAコートコートコートコート

ベンチベンチベンチベンチRRRR

川北

フェリー

ス



進入禁止進入禁止進入禁止進入禁止 進入禁止進入禁止進入禁止進入禁止

喫煙場喫煙場喫煙場喫煙場 喫煙場喫煙場喫煙場喫煙場

今江

美川

チームチームチームチーム休憩所休憩所休憩所休憩所チームチームチームチーム休憩所休憩所休憩所休憩所

ベンチベンチベンチベンチLLLL

伊井小

根上

Ｕ－Ｕ－Ｕ－Ｕ－9999大会大会大会大会　　　　アリーナマップアリーナマップアリーナマップアリーナマップ

コリナス

本部

テイヘン

ズ

太白台

AAAAコートコートコートコート

ベンチベンチベンチベンチRRRR

ベンチベンチベンチベンチLLLLベンチベンチベンチベンチRRRR

玄関

事務室

男子

更衣

室

ステージ

BBBBコートコートコートコート

ホール

エントランス

女子女子女子女子

トイトイトイトイ

レレレレ

身障

旭丘

会議室
女子

更衣

室

男子男子男子男子

トイトイトイトイ

レレレレ

アカシア

仲良し

川北 和気



＊＊＊＊各各各各チームチームチームチームのののの運転手運転手運転手運転手のののの方方方方はははは、、、、必必必必ずずずずチームプレートチームプレートチームプレートチームプレートのののの掲示掲示掲示掲示をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。

＊＊＊＊各各各各チームチームチームチーム、、、、乗乗乗乗りりりり合合合合わせにごわせにごわせにごわせにご協力協力協力協力おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。

＊＊＊＊路上駐車路上駐車路上駐車路上駐車はしないではしないではしないではしないで下下下下さいさいさいさい。。。。

駐車禁止駐車禁止駐車禁止駐車禁止

（（（（温泉利用者専用温泉利用者専用温泉利用者専用温泉利用者専用））））
駐駐駐駐　　　　車車車車　　　　禁禁禁禁　　　　止止止止

川北温泉川北温泉川北温泉川北温泉

＊＊＊＊大会関係者大会関係者大会関係者大会関係者のののの方方方方はははは、、、、必必必必ずずずず指定駐車場指定駐車場指定駐車場指定駐車場のみのみのみのみ駐車駐車駐車駐車してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。

指定駐車場指定駐車場指定駐車場指定駐車場・・・・駐車禁止駐車禁止駐車禁止駐車禁止スペーススペーススペーススペース

大通り

駐駐駐駐

車車車車

禁禁禁禁

止止止止

公公公公　　　　園園園園

フットサルフットサルフットサルフットサル大会関係者大会関係者大会関係者大会関係者

駐駐駐駐　　　　車車車車　　　　場場場場

わわわわ

くくくく

わわわわ

くくくく

フフフフ

ァァァァ

ーーーー

ムムムム

駐車禁止駐車禁止駐車禁止駐車禁止

（（（（温泉利用者専用温泉利用者専用温泉利用者専用温泉利用者専用））））

サンアリーナ

川北

温泉利用者

専用ｽﾍﾟｰｽ

駐車駐車駐車駐車ラインラインラインラインにににに沿沿沿沿ってってってって

駐車駐車駐車駐車してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

国道８号線産業道路


