
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

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（石川県羽咋市柳田町ミ１番地）

６．大会日程 　開会式　 　閉会式

８月５日(土） １３：５０～

　　 ６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。

      ・　競技時間 予選リーグ・決勝トーナメントともに１５分 - ５分 ‐ １５分で行う。
　　　　　　（但し、 決勝戦のみ延長戦１０分を行う。）

      ・　競技人数 ８人制（1人はゴールキーパー）

      ・　交代人数 自由な交代を採用する。但し、ＧＫ交代の際は、審判の許可を得ること。
選手の登録は、特に制限しない。

      ・　試合球 少年用４号球 （各チームで１個用意してください。）

      ・　ゴール 少年用サッカーゴール

      ・　審　判 ３人制（主審：１名／副審：２名）

８．試合方法
　　・　参加チーム（２４チーム）を６グループに分け、総当りの予選リーグを行う。 

　　・　予選リーグの各組１位と２位の上位２チームを合わせた８チームがＵＦＯ杯を競う。 
　　　　２位の残り４チームと３位の上位４チームによる８チームで協会長杯を競う。
　　　　３位の残り２チームと４位の６チームによる８チームでＦＣ杯を競う。　　

　　・　予選リーグにおいては、勝ち: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。

　　　　また,決勝トーナメント進出への順位決定に関しては、 予選リーグ同様にまずは勝点を優
　　　　先し、次に得失点差、 総得点の順に順位を決定する。
　　　　尚、決しない時は、夜の懇親会の際に抽選を行い決定する。

　　・　決勝トーナメントにおいて、同点の場合はＰＫ方式にて勝敗を決する。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。　 

　　・　大会当日の気温が高くなることが予想されますので、原則として給水タイムを取ります。
　　　　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　メダル　優勝カップ　副賞

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

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

　　
　　　　 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）

大 会 実 施 要 項

競　技　日　程
８：３０～１６：５５

８：３０～１５：０５



１０．大会参加費

　　　１チーム ： １０，０００円

　　　　大会に係わる、参加費及びお弁当代金や懇親会費は、大会１日目の受付時に大会本部
　　　　にてお支払い下さるようお願い致します。
　　　　尚、懇親会後の宿泊費については、各チームにて責任を持って宿泊先にお支払いください。

１１．注意事項
      ・　ユニホームは異色のものを２着用意する。（ビブス可）
      ・　参加選手はスポーツ障害保険に加入済みであること。
      ・　出場選手は「すね当て」を着用すること。
      ・　取換え式ポイントのシューズは使用を禁止する。

１２．その他
      ・　駐車に関しては、駐車場担当の指示に従ってください。
      ・　駐車場は指定の場所を使用してくだい。路上駐車は禁止です。
      ・　駐車場には限りがあります。各団６台を目安になるべく乗り合わせでお願いいたします。
      ・　指定駐車場へ駐車の際はチーム名を見える所に表示してください。
      ・　トイレ、喫煙は指定された場所でお願いいたします。
      ・　雨天決行。但し、落雷・豪雨など危険を伴う場合は主催者よりご連絡いたします。
      ・　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。
      ・　隣接するグランドゴルフ場には立ち入らないで下さい。
      ・　各チームで出たゴミは責任を持って、必ず持ち帰ってください。
　　　　 尚、県外チームに関しては、受付時にご説明いたします。
      ・　閉会式は表彰対象チームを中心に実施致しますので、途中お帰りのチームは本部にお
　　　　 声を掛けて下さい。
      ・　施設内に自動販売機も無いことから、本年度はドリンクを販売致します。
　　　　本部横で１００円（５００㎖）にて販売しますのでご利用ください。

【大会会場周辺地図】
会場： 羽咋市眉丈台地スポーツ広場
住所： 石川県羽咋市柳田町ミ１番地
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　★　８月５日（土）　予選リーグ

Ａリーグ 羽咋 七尾 ケンセイ蟹谷 中郷 勝点 得点 失点 得失差 順位

羽咋

七尾

ケンセイ蟹谷

中郷

Ｂリーグ 高松 テイヘンズ 大谷 美川 勝点 得点 失点 得失差 順位

高松

テイヘンズ

大谷

美川

Ｃリーグ 津幡 額 東明 笠間 勝点 得点 失点 得失差 順位

津幡

額

東明

笠間

Dリーグ 富樫 定塚 湯野 敦賀 勝点 得点 失点 得失差 順位

富樫

定塚

湯野

敦賀

Eリーグ 押水 兼六 松任中央 氷見 勝点 得点 失点 得失差 順位

押水

兼六

松任中央

氷見

Fリーグ 仲良し 河北台 輪島 ＮＡＮＴＯ 勝点 得点 失点 得失差 順位

仲良し

河北台

輪島

ＮＡＮＴＯ

＜ 大会１日目 ＞　　組　合　せ　表  



　★　８月５日（土）　予選リーグ

　　Ａコート

主審 副審 副審
　　８：３０～　９：０５ 高松 － テイヘンズ 協会 協会 協会
　　９：１０～　９：４５ 大谷 － 美川 高松 テイヘンズ テイヘンズ

　　９：５０～１０：２５ 羽咋 － 七尾 大谷 美川 美川
　１０：３０～１１：０５ ケンセイ蟹谷 － 中郷 羽咋 七尾 七尾
　１１：１０～１１：４５ 高松 － 大谷 ケンセイ蟹谷 中郷 中郷
　１１：５０～１２：２５ テイヘンズ － 美川 高松 大谷 大谷
　１２：３０～１３：０５ 羽咋 － ケンセイ蟹谷 テイヘンズ 美川 美川
　１３：１０～１３：４５ 七尾 － 中郷 羽咋 ケンセイ蟹谷 ケンセイ蟹谷

　１３：５０～１４：１０
　１４：２０～１４：５５ 美川 － 高松 七尾 中郷 中郷
　１５：００～１５：３５ テイヘンズ － 大谷 美川 高松 高松
　１５：４０～１６：１５ 中郷 － 羽咋 テイヘンズ 大谷 大谷
　１６：２０～１６：５５ 七尾 － ケンセイ蟹谷 中郷 羽咋 羽咋

　　Ｂコート

主審 副審 副審
　　８：３０～　９：０５ 津幡 － 額 協会 協会 協会
　　９：１０～　９：４５ 東明 － 笠間 津幡 額 額
　　９：５０～１０：２５ 富樫 － 定塚 東明 笠間 笠間
　１０：３０～１１：０５ 湯野 － 敦賀 富樫 定塚 定塚
　１１：１０～１１：４５ 津幡 － 東明 湯野 敦賀 敦賀
　１１：５０～１２：２５ 額 － 笠間 津幡 東明 東明
　１２：３０～１３：０５ 富樫 － 湯野 額 笠間 笠間
　１３：１０～１３：４５ 定塚 － 敦賀 富樫 湯野 湯野
　１３：５０～１４：１０
　１４：２０～１４：５５ 笠間 － 津幡 定塚 敦賀 敦賀
　１５：００～１５：３５ 額 － 東明 笠間 津幡 津幡
　１５：４０～１６：１５ 敦賀 － 富樫 額 東明 東明
　１６：２０～１６：５５ 定塚 － 湯野 敦賀 富樫 富樫

　　Ｃコート

主審 副審 副審
　　８：３０～　９：０５ 押水 － 兼六 協会 協会 協会
　　９：１０～　９：４５ 松任中央 － 氷見 押水 兼六 兼六
　　９：５０～１０：２５ 仲良し － 河北台 松任中央 氷見 氷見
　１０：３０～１１：０５ 輪島 － ＮＡＮＴＯ 仲良し 河北台 河北台
　１１：１０～１１：４５ 押水 － 松任中央 輪島 ＮＡＮＴＯ ＮＡＮＴＯ
　１１：５０～１２：２５ 兼六 － 氷見 押水 松任中央 松任中央
　１２：３０～１３：０５ 仲良し － 輪島 兼六 氷見 氷見
　１３：１０～１３：４５ 河北台 － ＮＡＮＴＯ 仲良し 輪島 輪島
　１３：５０～１４：１０
　１４：２０～１４：５５ 氷見 － 押水 河北台 ＮＡＮＴＯ ＮＡＮＴＯ
　１５：００～１５：３５ 兼六 － 松任中央 氷見 押水 押水
　１５：４０～１６：１５ ＮＡＮＴＯ － 仲良し 兼六 松任中央 松任中央
　１６：２０～１６：５５ 河北台 － 輪島 ＮＡＮＴＯ 仲良し 仲良し

開　　会　　式

時　　　間 対　戦　カ　ー　ド

開　　会　　式

＜ 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



　★　８月６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位 ２位② 　Ｂ１位 　Ｃ１位 　Ｄ１位 Ｅ１位 　２位① 　Ｆ１位

　き 　く

【 協会長杯トーナメント 】

　て

　そ 　た

　さ 　し 　す 　せ

　２位③ ３位④ 　３位① ２位⑥ 　２位⑤ ３位② 　３位③ 　２位④

　ち 　つ

【 ＦＣ杯トーナメント 】

　へ

　の 　は

　な 　に 　ぬ 　ね

　３位⑤ ４位⑥ 　４位③ 　４位② 　４位① ４位④ 　４位⑤ 　３位⑥

　ひ 　ふ

＜ 大会２日目 ＞　　試　　合　　表

ＵＦＯ杯

協会長杯

ＦＣ杯



　★　８月６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位 － ２位② 協会 協会 協会

い 　　９：１０～　９：４５ Ｂ１位 － Ｃ１位 Ａ１位 ２位② ２位②

う 　　９：５０～１０：２５ Ｄ１位 － Ｅ１位 Ｂ１位 Ｃ１位 Ｃ１位

え 　１０：３０～１１：０５ ２位① － Ｆ１位 Ｄ１位 Ｅ１位 Ｅ１位

お 　１１：１０～１１：４５ 「あ」の勝者 － 「い」の勝者 ２位① Ｆ１位 Ｆ１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 ２位③ － ３位④ 協会 協会 協会

し 　　９：１０～　９：４５ ３位① － ２位⑥ ２位③ ３位④ ３位④

す 　　９：５０～１０：２５ ２位⑤ － ３位② ３位① ２位⑥ ２位⑥

せ 　１０：３０～１１：０５ ３位③ － ２位④ ２位⑤ ３位② ３位②

そ 　１１：１０～１１：４５ 「さ」の勝者 － 「し」の勝者 ３位③ ２位④ ２位④

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

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

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

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

　　Cコート

試合順 主審 副審 副審

な 　　８：３０～　９：０５ ３位⑤ － ４位⑥ 協会 協会 協会

に 　　９：１０～　９：４５ ４位③ － ４位② ３位⑤ ４位⑥ ４位⑥

ぬ 　　９：５０～１０：２５ ４位① － ４位④ ４位③ ４位② ４位②

ね 　１０：３０～１１：０５ ４位⑤ － ３位⑥ ４位① ４位④ ４位④

の 　１１：１０～１１：４５ 「な」の勝者 － 「に」の勝者 ４位⑤ ３位⑥ ３位⑥

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

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

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

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

＜ 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

閉会式

時　　　間 対　戦　カ　ー　ド



公園入口 公園入口

駐車× 駐車○

本部 本部 羽咋 羽咋 敦賀 中郷 定塚 大谷 氷見 蟹谷 東明 ＮＡＮＴＯ

テント 給水 テント テント 給水 テント

※駐車禁止 ※駐車禁止

通　　路

予備駐車場

各チーム駐車場　（縦列駐車）

各チーム駐車場　（第２駐車場）

グランドゴルフ場 通　　路

Ａコート

ユース

Ｄコート Ｂコート

管理棟

参加チーム指定駐車場

←

朱
鷺
の
台

参加チーム指定（荷物車）駐車場

県内チームテント場所

県
内
チ
ー

ム
テ
ン
ト
場
所

Ｃコート

関係者駐車場 各チーム駐車場　（第１駐車場）

※駐車禁止
※バスＵターン場所

公　　道 ※駐車禁止

＜ テント配置図　・ 駐車場案内図 ＞ 第２０回 羽咋ＵＦＯ杯少年サッカー大会
　　　　　　　　　　　　　　　於：眉丈台

　　　　第２駐車場　：　一般車優先
　　　　第３駐車場　：　大型バス優先

来賓用駐車場

関係者駐車場

グ
ラ
ン
ド
ゴ
ル
フ
場

ドリンク販売

◆ご連絡◆

県外から参加

チームのテントは

大会事務局でご

用意致します。

県内チームの方

につきましては、

誠に申し訳あり

ませんが、各

チームにてご用

意願います。


