
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　羽咋市立羽咋小学校体育館

４．大会日程

11月19日(日）

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　　　　各チーム７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　
　　　　　　　　　　　　　　2台までは羽咋小で、残りは市役所裏への移動をお願いします。
　　　　　　　　　　　（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。
　　　

 実 施 要 項

競　技　日　程
９：２０～１４：３０



　　９：２０～　９：２６ 志賀町 － 羽咋A 中条B 押水 － 河北台B 氷見B
　　９：２８～　９：３４ 高松 － 中条B 志賀町 七尾ウエスト － 氷見B 押水
　　９：３６～　９：４２ 羽咋B － 仲良し 高松 河北台A － テイヘンズ 七尾ウエスト

　　９：４４～　９：５０ 中条A － 美川 羽咋B 氷見A － 珠洲 河北台A
　　９：５２～　９：５８ 根上 － 東明 中条A 湯野 － 白山 氷見A
　１０：００～１０：０６ 羽咋A － 中条B 根上 河北台B － 氷見B 湯野
　１０：０８～１０：１４ 志賀町 － 仲良し 羽咋A 押水 － テイヘンズ 河北台B
　１０：１６～１０：２２ 高松 － 美川 仲良し 七尾ウエスト － 珠洲 テイヘンズ

　１０：２４～１０：３０ 羽咋B － 根上 美川 河北台A － 湯野 珠洲
　１０：３２～１０：３８ 中条A － 東明 羽咋B 氷見A － 白山 河北台A
　１０：４０～１０：４６ 中条B － 仲良し 東明 氷見B － テイヘンズ 白山
　１０：４８～１０：５４ 羽咋A － 美川 中条B 河北台B － 珠洲 氷見B
　１０：５６～１１：０２ 志賀町 － 根上 羽咋A 押水 － 湯野 河北台B
　１１：０４～１１：１０ 高松 － 中条A 志賀町 七尾ウエスト － 氷見A 押水
　１１：１２～１１：１８ 羽咋B － 東明 高松 河北台A － 白山 七尾ウエスト

　１１：２０～１１：２６ 仲良し － 美川 東明 テイヘンズ － 珠洲 白山
　１１：２８～１１：３４ 中条B － 根上 仲良し 氷見B － 湯野 テイヘンズ

　１１：３６～１１：４２ 羽咋A － 中条A 中条B 河北台B － 氷見A 氷見B
　１１：４４～１１：５０ 志賀町 － 羽咋B 中条A 押水 － 河北台A 氷見A
　１１：５２～１１：５８ 高松 － 東明 羽咋B 七尾ウエスト － 白山 河北台A
　１２：００～１２：３０
　１２：３０～１２：３６ 美川 － 根上 東明 珠洲 － 湯野 白山
　１２：３８～１２：４４ 仲良し － 中条A 美川 テイヘンズ － 氷見A 珠洲
　１２：４６～１２：５２ 中条B － 羽咋B 仲良し 氷見B － 河北台A テイヘンズ

　１２：５４～１３：００ 羽咋A － 高松 羽咋B 河北台B － 七尾ウエスト 河北台A
　１３：０２～１３：０８ 志賀町 － 東明 羽咋A 押水 － 白山 河北台B
　１３：１０～１３：１６ 根上 － 中条A 志賀町 湯野 － 氷見A 押水
　１３：１８～１３：２４ 美川 － 羽咋B 根上 珠洲 － 河北台A 湯野
　１３：２６～１３：３２ 仲良し － 高松 美川 テイヘンズ － 七尾ウエスト 珠洲
　１３：３４～１３：４０ 中条B － 志賀町 仲良し 氷見B － 押水 テイヘンズ

　１３：４２～１３：４８ 羽咋A － 東明 中条B 河北台B － 白山 氷見B
　１３：５０～１３：５６ 中条A － 羽咋B 東明 氷見A － 河北台A 白山
　１３：５８～１４：０４ 根上 － 高松 中条A 湯野 － 七尾ウエスト 氷見A
　１４：０６～１４：１２ 美川 － 志賀町 高松 珠洲 － 押水 七尾ウエスト

　１４：１４～１４：２０ 仲良し － 羽咋A 志賀町 テイヘンズ － 河北台B 押水
　１４：２２～１４：２８ 中条B － 東明 羽咋A 氷見B － 白山 河北台B

審判

　　大　会　日　程　表

昼休憩（時間調整）

対　戦　カ　ー　ド 対　戦　カ　ー　ド
時　　　間

Aコート（ステージ側）
審判

Bコート（入口側）



★参加チームへのお願い事項

　・　全体での閉会式はございませんが、各チーム試合終了後お帰りの際は本部に
　　　お立ち寄り下さい。提出して頂きました敢闘賞の贈呈を行います。
　　　それを持ちまして解散と致します。

　・　今大会はチームの勝敗に対しての順位を付けません。ですので、本部にて試合
　　　結果の管理も行いません。
　　　従って、レフリーの方は試合結果を本部まで報告に来て頂く必要はありません。
　　　結果については、試合終了後の挨拶の際に選手達に伝えてあげて下さい。
　　　よろしくお願いします。

　・　各チームの控え場は体育館の2階でお願いします。尚、2階でのボールの使用は
　　　ガラスを割る可能性がありますので、控えるようお願いします。

　・　ゴミは各チームで持ち帰るようにお願いします。

　・　芝生広場内は禁煙になりますので、喫煙の際は管理棟横の所定の喫煙所で
　　　お願いします。

　・　大会実施後、忘れ物があるケースが多々ありますので、お帰りの際は各チーム
　　　待機所周辺の確認をお願いします。
　　　また、ボールがなくなるケースがたまにあるかと思いますので、各チームまたは
　　　各自管理のもと、よろしくお願いします。

　・　羽咋小学校体育館前の駐車場は狭い為、参加チームの皆様には申し訳ござい
　　　ませんが、２台までにして頂き残りの車は羽咋市役所に駐車の程よろしくお願い
　　　致します。

★各チームお帰りまでに本部にお持ち下さい。

敢闘賞提出用紙

チーム名

ふりがな

選手名




