
第２回　河端杯フットサル大会

●主　旨 本大会を通じて、子供達の技術の向上及び健全な心身の育成を図るとともに、参加チームの友好を深める。

●主　催 Ｆ．Ｃ　Ｆｅｌｉｚスポーツ少年団

●開催日時・場所
（１）予選リーグ 平成２８年 １２月３日（土）１９：００～ 高岡中学校体育館　（金沢市新神田1丁目10番1号）

平成２８年 １２月17日（土）１９：００～ 高岡中学校体育館
平成２９年 １月21日（土）１９：００～ 高岡中学校体育館

（２）決勝リーグ 平成２９年　 １月２８日（土）１９：００～ 高岡中学校体育館

●カテゴリー Ｕ－１１　（５年生以下）

●参加チーム 北陽サッカースポーツ少年団 押野Ｆ．Ｃ
川北ＦＣジュニア 星稜ジュニアサッカークラブ
森本サッカースポーツ少年団 蕪城サッカースポーツ少年団
和気ＦＣ テイヘンズＦＣ金沢　Ｕ－１２
仲良しスポーツ少年団 Ｆ．Ｃ　Ｆｅｌｉｚスポーツ少年団

●参加費 １，０００円　（当日、会場にてお受けします。）

●競技用具 ユニフォーム：ビブスも認めます
シューズ：靴底が飴色もしくは白色のシューズ
すね当て：必ず着用すること

●審判 当該チームによる２人制（対戦表の左側チームが主審）

●その他 駐車場は限りがありますので、なるべく乗り合わせてお越しください。
学校敷地内は禁煙です。ご協力ください。

●連絡先 Ｆ．Ｃ　Ｆｅｌｉｚスポーツ少年団
代表 中川　彰 ０９０－３２９８－０４３２
事務局 田中　渉 ０９０－６８１６－９２３１
メール football.club.feliz@gmail.com

mailto:football.club.feliz@gmail.com


高岡中学校体育館　案内図
（金沢市新神田1丁目10番1号）
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●予選リーグ詳細　～決勝リーグ進出チームの決定方法～
　勝点の多いチームを上位とします。（勝点は、勝ち（3点）、引き分け（1点）、負け（0点））
　勝点が並んだ場合は、当該チーム間の対戦成績、総得点、得失点差、ジャンケンの順序で決めます。
　予選１位チームが1月2８日の決勝リーグに進みます。
　※　フェリースが複数の予選リーグで１位になった場合は、全予選グループリーグの２位チームの中で
　　　勝点（勝点が並んだ場合は、総得点、得失点差、抽選）で順位を決め、上位チームが決勝リーグに進みます。

●決勝リーグ詳細　～順位決定方法～
　勝点の多いチームを上位とします。（勝点は、勝ち（3点）、引き分け（1点）、負け（0点））
　勝点が並んだ場合は、当該チーム間の対戦成績、総得点、得失点差、ジャンケンの順序で決めます。



第２回　河端杯フットサル大会　予選リーグ・Ａブロック

◆平成28年12月３日（土）　高岡中学校体育館（金沢市新神田1丁目10-1）

◆スケジュール
　体育館開放　18：30　　あいさつ　19：00～

時間 キックオフ エンド 審判
1 19：05～ 北陽 森本 当該
2 19：15～ 星稜 フェリース 当該
3 19：25～ 北陽 星稜 当該
4 19：35～ 森本 フェリース 当該
5 19：45～ フェリース 北陽 当該
6 19：55～ 星稜 森本 当該
7 20：05～ フェリース 森本 当該
8 20：15～ 星稜 北陽 当該
9 20：25～ 森本 北陽 当該
10 20：35～ フェリース 星稜 当該
11 20：45～ 北陽 フェリース 当該
12 20：55～ 森本 星稜 当該

◆競技ルール等
　8分1本（入れ替え2分）
　1～6の試合はアップを兼ねて行いますので勝敗は無関係です。
　7～12の試合は本選になります。
　反則数をカウントしないこと以外は、公式戦ルールで行います。
　審判は当該による２人制（左側チームが主審）



第２回　河端杯フットサル大会　予選リーグ・Ｂブロック

◆平成2８年1２月１7日（土）　高岡中学校体育館（金沢市新神田1丁目10-1）

◆スケジュール
　体育館開放　18：30　　あいさつ　19：00～

時間 キックオフ エンド 審判
1 19：05～ 押野 仲良し 当該
2 19：15～ テイヘンズ フェリース 当該
3 19：25～ 押野 テイヘンズ 当該
4 19：35～ 仲良し フェリース 当該
5 19：45～ フェリース 押野 当該
6 19：55～ テイヘンズ 仲良し 当該
7 20：05～ フェリース 仲良し 当該
8 20：15～ テイヘンズ 押野 当該
9 20：25～ 仲良し 押野 当該
10 20：35～ フェリース テイヘンズ 当該
11 20：45～ 押野 フェリース 当該
12 20：55～ 仲良し テイヘンズ 当該

◆競技ルール等
　8分1本（入れ替え2分）
　1～6の試合はアップを兼ねて行いますので勝敗は無関係です。
　7～12の試合は本選になります。
　反則数をカウントしないこと以外は、公式戦ルールで行います。
　審判は当該による２人制（左側チームが主審）



第２回　河端杯フットサル大会　予選リーグ・Ｃブロック

◆平成29年1月21日（土）　高岡中学校体育館（金沢市新神田1丁目10-1）

◆スケジュール
　体育館開放　18：30　　あいさつ　19：00～

時間 キックオフ エンド 審判
1 19：05～ 和気 川北 当該
2 19：15～ 蕪城 フェリース 当該
3 19：25～ 和気 蕪城 当該
4 19：35～ 川北 フェリース 当該
5 19：45～ フェリース 和気 当該
6 19：55～ 蕪城 川北 当該
7 20：05～ フェリース 川北 当該
8 20：15～ 蕪城 和気 当該
9 20：25～ 川北 和気 当該
10 20：35～ フェリース 蕪城 当該
11 20：45～ 和気 フェリース 当該
12 20：55～ 川北 蕪城 当該

◆競技ルール等
　8分1本（入れ替え2分）
　1～6の試合はアップを兼ねて行いますので勝敗は無関係です。
　7～12の試合は本選になります。
　反則数をカウントしないこと以外は、公式戦ルールで行います。
　審判は当該による２人制（左側チームが主審）



●予選リーグ

Ａブロック　（12月３日（土）　高岡中学校）

北陽 森本 星稜 フェリース 勝点 総得点 得失点差 順位

Ｂブロック　（１２月１７日（土）　高岡中学校）

押野 仲良し テイヘンズ フェリース 勝点 総得点 得失点差 順位

Ｃブロック　（1月２１日（土）　高岡中学校）

和気 川北 蕪城 フェリース 勝点 総得点 得失点差 順位

●予選リーグ（1月28日（土）　高岡中学校）

Ａ１位 Ｂ１位 Ｃ１位 勝点 総得点 得失点差 順位

Ｃ１位
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