
日時 Ｕ-１１大会　２０１７年１２月１６日（土）　７：４５　開場

Ｕ-１２大会　２０１７年１２月１７日（日）　７：４５　開場

会場 川北町　サンアリーナ川北

主催　　川北町サッカー協会

後援　　北國新聞社

主管　　川北ＦＣジュニア育成会

協賛　 ＶＩＤＡ,VEEXTEAM Labo VIDA金沢

出場チーム（Ｕ-１２） 出場チーム（Ｕ-１１）
①今江サッカークラブ ①太白台ＦＣスポーツ少年団

②エスペリオＦＣ ②ＦＣ笠間

③押野Ｆ．Ｃ ③金沢南ジュニアサッカークラブ

④ＦＣ湖北ジュニア ④菊川ＦＣＪｒ．

⑤大徳サッカースポーツ少年団 ⑤小松北フットボールクラブ

⑥仲良しスポーツ少年団 ⑥津沢サッカースポーツ少年団

⑦ＶＩＮＣＥＤＯＲ ＦＵＴＳＡＬ ＣＬＵＢ ⑦根上サッカークラブ

⑧北陽サッカースポーツ少年団 ⑧白山ＦＣボーイズ

⑨三和キッカーズスポーツ少年団 ⑨Ｐａｔｅｏ Ｆｏｏｔｂａｌｌ Ｃｌｕｂジュニア

⑩鹿西サッカースポーツ少年団 ⑩Ｆ．Ｃ ＦｅｌｉＺスポーツ少年団

⑪和気ＦＣ ⑪松任中央サッカースポーツ少年団

⑫川北ＦＣジュニア ⑫川北ＦＣジュニア

川北町サッカー協会設立２０周年記念 
第９回川北町サッカー協会長杯 

ジュニアフットサル大会 



趣　　旨： この大会は、ジュニアのフットサル競技の発展と育成を目指し、かつ、各参加少年団との

交流を図ると共に、競技を通じて子供たちの心身を鍛え、フェアプレーと他の人を

リスペクトする精神を養い、逞しく創造性豊かな人間の育成を目的とする。

主　　催： 川北町サッカー協会

後　　援： 北國新聞社

主　　管： 川北ＦＣジュニア育成会（Ｕ－１２、Ｕ－１１）

協　　賛: ＴＥＡＭ Ｌａｂｏ ＶＩＤＡ金沢

開　催　日： ２０１７年１２月１６日（土） Ｕ－１１大会

２０１７年１２月１７日（日） Ｕ－１２大会

（開場） ７時４５分

（受付） ８時１５分～８時３０分

（試合開始） ８時４５分

会　　場： 川北町サンアリーナ川北（能美郡川北町字壱ツ屋９３番地）

表　　彰： 優　勝　優勝杯（持ち回り）＋賞状

準優勝　準優勝トロフィー＋賞状

第３位　第３位盾＋賞状

敢闘賞（てどりトーナメント優勝チーム）　優勝トロフィー＋賞状

優秀選手賞　　各チームから１名監督が推薦する

参加資格： ①Ｕ－１２は小学６年生以下の選手で構成されたチームであること。

②Ｕ－１１は小学５年生以下の選手で構成されたチームであること。

③審判員１名以上を帯同し、決められた試合の審判を遂行することが出来るチーム

であること。

④選手全員がスポーツ安全保険に加入しているチームであること。

⑤常時、指導しうる指導者が帯同しているチームであること。

⑥参加選手の保護者から大会への参加の同意を得ているチームであること。

参加チーム数： 各１２チーム

参　加　料： ４,０００円／チーム　※受付時に納付をお願いします。

参加費を頂いてますので謝礼、差し入れ等は辞退致します。

大会形式： 予選リーグにて各リーグ順位決定後、決勝トーナメント・フレンドリートーナメントを行う。

競技規定： （財）日本サッカー協会発行のフットサル競技規則（最新版）を適用するが、

次のローカルルールを優先適用する。

「第９回川北町サッカー協会長杯ジュニアフットサル競技規則」

個人情報保護： 主催者が参加申込書によって得る個人情報は、次の目的のみ使用し、個人情報

提供者に通知することなく、第三者に提供することはありません。

・参加チームへの連絡

・サッカー関係機関及び報道機関への大会情報の提供

川北町サッカー協会設立２０周年記念

第９回川北町サッカー協会長杯ジュニアフットサル大会開催要項



参加申込： ①本要項を了解の上、参加申込書に必要事項を記入し、大会事務局長までＥメール

にて申込み下さい。

②参加申込書は、２０１７年１０月２９日（日）午後５時到着分まで先着順に受理し、

募集チーム数に達し次第締め切ります。

③参加申込書受理後のキャンセルはできませんので、予め注意下さい。

④参加申込締め切り後、大会事務局で組合せ抽選を行います。

結果は別途連絡します。

申　込　先： 事務局・北嶋　純子

（メール） kawakitafcjr_info@yahoo.co.jp

問合せ先： Ｕ－１２・酒尾　謙

（メール） kawakitafcjr_sakao@yahoo.co.jp

（ＴＥＬ） 090-5172-0961

Ｕ－１１・和布浦　誠二

（メール） mei33@palette.plala.or.jp

（ＴＥＬ） 090-9765-5180

そ　の　他： ①各チーム相乗りに協力の上、所定の駐車場に駐車下さい。

また、ダッシュボードに団プレートの提示をお願いいたします。

②会場内は土足禁止です。玄関に設置されている下駄箱は使用できませんので、

外履きを入れるビニール袋等をご持参ください。

③会場内には砂、土等が付着したボールを持ち込まないで下さい。

④ピッチ外でのボールの使用は出来ません。

⑤大会進行（時間厳守等）にご協力下さい。

⑥予選リーグは試合のスケジュールの都合上、試合終了後の挨拶は無しとします。

⑦試合の得点係は主審、副審の担当チームから１名ずつお願いします。

⑧審判員の判定には絶対クレームを付けないで下さい。

⑨試合により発生した負傷、疾病、器物破損、事故、盗難、忘れ物等に関し、主催者は

一切の処置、責任を負いません。

⑩危険ですので、小さいお子様を決してピッチ内に入れないで下さい。

⑪会場内での喫煙は出来ません。

また、空き缶等の中に吸殻を入れて放置することはしないで下さい。

⑫会場内での飲食はチーム休憩所で取ってください。それ以外での飲食は出来ません。

⑬ゴミは各自で持ち帰ってください。

皆様のご協力、宜しくお願い致します。

mailto:kawakitafcjr_sakao@yahoo.co.jp


 

川北町サッカー協会設立２０周年記念 

第９回川北町サッカー協会長杯ジュニアフットサル大会競技規則 

 

競技のフィールド（以下、ピッチとする） 

 ◇大きさ 

   ピッチはサンアリーナ川北で２面取れる大きさを基本とする。 

 ◇第２ペナルティーマーク 

   第２ペナルティーマークは設けない。 
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競技者の数 

  交代要員の数は制限しない。 

 

競技者の用具 

  ◇基本的な用具 

    原則として、チームで同色のユニフォームを正副２種類用意すること。 

ユニフォームが１種類のみの場合、或いは揃っていない場合はビブスを用意すること。 

  ◇靴 

    室内用のフットサルシューズもしくは、室内用のトレーニングシューズとする。 

（スパイクは不可） 

  ◇試合球 

    フットサルボール 3号球を使用する。 

 

タイムキーパーおよび第３審判 

  第３審判を置かない。 

 

試合時間 

  ◇プレーの時間 

試合は、予選リーグ １2分１本ランニングタイム（前後半なし） 

決勝トーナメント、フレンドリートーナメントは１０分ハーフ（１０分の前後半） 

ハーフタイムは３分。ロスタイムは取らない。 

  ◇タイムアウト 

    タイムアウトは適用しない。 

  ◇ハーフタイムのインターバル 

    ハーフタイムのインターバルは、３分を超えてはならない。（決勝トーナメントのみ） 



 

プレーの開始および再開 

  ◇キックオフ 

    キックオフから直接得点することはできない。 

  ◇違反と罰則 

    キックオフから直接相手チームのゴールに入った場合、ゴールクリアランスが 

相手チームに与えられる。 

 

ボールインプレーおよびボールアウトオブプレー 

  ボールが天井や吊りネットに当たった場合でも、ボールはインプレーである。 

 

ファールと不正行為 

  ・退場を命じられた競技者は、次の１試合に出場できない。 

  ・退場を命じられた場合でも競技者を補充できる。 

 

累積ファウル 

  累積ファウルは適用しない。 

 

ゴールクリアランス 

・ゴールクリアランス（ドロップキック、パントキックを含む）から 

直接得点することはできない。 

  ・ゴールクリアランスから直接相手チームのゴールに入った場合、 

ハーフウェーライン上の任意の地点から行う間接フリーキックが相手チームに与えられる。 

 

試合方法 

◇ Aリーグ、Bリーグに分かれて予選リーグを行う。 

リーグ戦における順位の決定方法は、勝利３点、引分１点、敗戦０点の勝点により、 

勝点の多い順に決定し、勝点の合計が同点の場合は得失点差、総得点数、当該チーム 

の勝敗の順に順位を決定する。なお、決定しない時はＰＫ戦により決定する。 

各グループの 1 位～４位のチームが決勝トーナメント（川北町サッカー協会長杯トーナ

メント）に進出し、５位・6 位のチームはフレンドリートーナメント（てどり杯トーナ

メント）に進出する。 

 

◇決勝トーナメント・フレンドリートーナメント 

    決勝トーナメント・フレンドリートーナメントで勝敗が決しない場合は 

PK方式を採用する。 

・ 試合終了後に出場している３選手により PK方式にて勝者を決定する。 

・  両チームの得点が同じ場合は、サドンデス方式を採用 
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川北町サッカー協会長杯ジュニアフットサル大会U-１２

<Aﾘｰｸﾞ>

和気 ＶＩＮＣＥＤＯＲ エスペリオ 仲良し 大徳 鹿西 勝点 得点 失点 得失点 順位

和気 1 8 14 12 6

ＶＩＮＣＥＤＯＲ 4 7 10 13

エスペリオ 2 15 11

仲良し 5 9

大徳 3

鹿西

<Bﾘｰｸﾞ>

今江 川北 北陽 押野 三和 湖北 勝点 得点 失点 得失点 順位

今江 1 8 14 12 6

川北 4 7 10 13

北陽 2 15 11

押野 5 9

三和 3

湖北



　

A-19

　　B-22

A1位 B4位 B2位 A3位 A2位 B3位 B1位 A4位

　 　

A5位 B6位 A6位 B5位

準優勝 優　勝 第三位

A-22

川北町サッカー協会長杯トーナメントU-１２

　 　 　

B-19
3位決定戦

A-16 A-17 B-17 B-16

B-21

A-20 B-20

てどり杯トーナメントU-１２

優　勝
　

Ａ-21

Ａ-18 B-18



№
主審(1名)
得点係(1名)

副審(1名)
得点係(1名) №

主審(1名)
得点係(1名)

副審(1名)
得点係(1名)

8:00 ～ 8:30

8:45 ～ 8:57 1 和気 － ＶＩＮＣＥＤＯＲ エスペリオ 大徳 1 今江 － 川北 北陽 三和

9:00 ～ 9:12 2 エスペリオ － 仲良し 和気 ＶＩＮＣＥＤＯＲ 2 北陽 － 押野 今江 川北

9:15 ～ 9:27 3 大徳 － 鹿西 エスペリオ 仲良し 3 三和 － 湖北 北陽 押野

9:30 ～ 9:42 4 ＶＩＮＣＥＤＯＲ － エスペリオ 大徳 鹿西 4 川北 － 北陽 三和 湖北

9:45 ～ 9:57 5 仲良し － 大徳 ＶＩＮＣＥＤＯＲ エスペリオ 5 押野 － 三和 川北 北陽

10:00 ～ 10:12 6 鹿西 － 和気 仲良し 大徳 6 湖北 － 今江 押野 三和

10:15 ～ 10:27 7 ＶＩＮＣＥＤＯＲ － 仲良し 鹿西 和気 7 川北 － 押野 湖北 今江

10:30 ～ 10:42 8 エスペリオ － 和気 ＶＩＮＣＥＤＯＲ 仲良し 8 北陽 － 今江 川北 押野

10:45 ～ 10:57 9 仲良し － 鹿西 エスペリオ 和気 9 押野 － 湖北 北陽 今江

11:00 ～ 11:12 10 大徳 － ＶＩＮＣＥＤＯＲ 仲良し 鹿西 10 三和 － 川北 押野 湖北

11:15 ～ 11:27 11 鹿西 － エスペリオ 大徳 ＶＩＮＣＥＤＯＲ 11 湖北 － 北陽 三和 川北

11:30 ～ 11:42 12 和気 － 大徳 鹿西 エスペリオ 12 今江 － 三和 湖北 北陽

11:45 ～ 11:57 13 ＶＩＮＣＥＤＯＲ － 鹿西 和気 大徳 13 川北 － 湖北 今江 三和

12:00 ～ 12:12 14 和気 － 仲良し ＶＩＮＣＥＤＯＲ 鹿西 14 今江 － 押野 川北 湖北

12:15 ～ 12:27 15 エスペリオ － 大徳 和気 仲良し 15 北陽 － 三和 今江 押野

№
主審(1名)
得点係(1名)

副審(1名)
得点係(1名) №

主審(1名)
得点係(1名)

副審(1名)
得点係(1名)

12:40 ～ 13:03 16 A1位 － B4位 A5位 B6位 16 B１位 － A4位 B5位 A6位

13:06 ～ 13:29 17 Ｂ2位 － A3位 B4位 A1位 17 A2位 － B3位 A4位 B１位

13:32 ～ 13:55 18 A5位 － B6位 A3位 Ｂ2位 18 A6位 － B5位 B3位 A2位

13:58 ～ 14:21 19 A-16勝者 － A-17勝者 B6位 A5位 19 B-16勝者 － B-17勝者 A6位 B5位

14:24 ～ 14:47 20 A-16敗者 － A-17敗者 A-16勝者 A-17勝者 20 B-16敗者 － B-17敗者 B-16勝者 B-17勝者

14:50 ～ 15:13 21 A-18勝者 － B-18勝者 A-16敗者 A-17敗者 21 A-18敗者 － B-18敗者 B-16敗者 B-17敗者

15:16 ～ 15:39 22 A-19勝者 － B-19勝者 A-18勝者 B-18勝者 22 A-19敗者 － B-19敗者 A-18敗者 B-18敗者

15:50 ～ 閉会式

ウォーミングアップ時間　　（8：25～　代表者会議）

決勝トーナメントタイムスケジュール（１０分-３分-１０分）

時間
Aコート Bコート

対　　戦 対　　戦

川北町サッカー協会長杯ジュニアフットサル大会U-１２

予選リーグタイムスケジュール（12分　１本ﾗﾝﾆﾝｸﾞﾀｲﾑ）

時間
Aコート Bコート

対　　戦 対　　戦





〒921-8022 〒939-8205石川県金沢市中村町 26-43
TEL：076-256-2385
Email：kanazawa@e-vida.jp Email：info@e-vida.jp

TEL：076-491-5883
富山県新根塚町 1-1-62

VIDA 富山店VIDA 金沢店

～すべてはチームのために～

オリジナル商品はお任せください！

11

1

VIDA

TEAM LABO

個人 ・ チーム名 

背番号

エンブレム

胸番号 

個人 ・ チーム名

裾番号 

エンブレム

エンブレム＆袖チーム名

￥3,807 ￥2,230
胸 ・ 背中チーム名

￥3,602 ￥2,080
エンブレム＆背中チーム名

￥4,029 ￥2,400
エンブレム＆胸番号＆背番号

￥4,132 ￥2,450

※上記は 「指定ﾄﾞﾗｲT シャツ」、 「ﾌﾟﾘﾝﾄｶﾗー 1色」、 「SS ～ LLｻｲｽﾞ」、 「ﾅﾝﾊﾞｰ1 桁」、 「20 枚以上」 の場合の見積り
となっております。 20 枚以下のご依頼は要相談。 その他のデザインや完全オリジナル商品等もご用意できますので、
お気軽にご相談ください。

裾番号

￥2,728 ￥1,400
エンブレム＆裾番号

￥4,024 ￥2,400

トップス

パンツ


