
会　　場 輪島市マリンタウン競技場

主　　催

主　　管

後　　援

北国新聞 ・ アートスポーツ

特別協賛

開催期間　　平成３０年８月１８日（土）　～　８月１９日（日）

輪島市スポーツ少年団

輪島市サッカー協会 ・ 輪島サッカークラブジュニア父母の会

輪島市 ・ 輪島市教育委員会 ・ 輪島市体育協会

 輪島２１世紀未来計画研究会



顧　　　　問 梶　文秋 （輪島市長）

顧　　　　問 宮坂　雅之 （輪島市教育長）

大　 会　  長 松岡　惠水 （輪島市スポーツ少年団本部長）

大会　委員長 石本　昇蔵 （輪島市サッカー協会会長）

実行　委員長 中村　邦弘 （輪島市サッカー協会理事長）

競技　委員長 小磯　裕太郎

審判　委員長 岩崎　克則

運営　委員長 東　　貴之 （輪島サッカークラブジュニア代表）

大会運営委員 輪島サッカークラブジュニア父母の会

救急指定病院 市立輪島病院

ＭＯＶＡ　ＯＫＵＫＩＴＡ　ＦＯＯＴＢＡＬＬ　ＣＬＵＢ （富山県）
ヴィゴーレ福井東 （福井県）
押野Ｆ.Ｃ （石川県）
ＦＣ．ＴＯＮジュニア （石川県）
アカシアサッカースポーツ少年団 （石川県）
内灘ＦＣ・ジュニア （石川県）
太白台ＦＣスポーツ少年団 （石川県）
中条サッカースポーツ少年団 （石川県）
高松少年サッカークラブ （石川県）
押水FCジュニオール （石川県）
かしまＦＣ （石川県）
羽咋ＦＣジュニア （石川県）
ＦＣ七尾ウエスト （石川県）
珠洲エスペランサフットボールクラブ （石川県）
輪島サッカークラブジュニア （石川県）
輪島サッカークラブジュニアＵ11 （石川県）

（順不同）

大　会　役　員

第３１回　輪島サッカースポーツ少年団交歓ジュニアサッカー大会
参加チーム（１６チーム）



1 目　　的

2 主　　催

3 主　　管

4 後　　援

5 特別協賛

6 会場・日程
予選リーグ 9：30～
開会式 11：45～
予選リーグ 12：45～

決勝・朝市トーナメント 9：00～
閉会式 14：40～

7 競技規則

8 試合方法

（1）予選リーグ（15分－5分－15分）

（2）決勝・朝市トーナメント（15分－5分－15分）
　各ｸﾞﾙｰﾌﾟの１位と２位　計８ﾁｰﾑにより決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦を行う。
　各ｸﾞﾙｰﾌﾟの３位と４位　計８ﾁｰﾑにより朝市ﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦を行う。
   同点の場合は、PK戦（３名）で勝敗を決める。
　但し,決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ決勝戦は、10分間（5分－5分　ﾊｰﾌﾀｲﾑ休憩なし）の延長を行う。　
　なお決しないときはＰＫ戦（３名）により勝敗を決める。

（3）予選順位決定
勝点･･･････････････････勝ち３点・引き分け１点・負け０点
順位決定優先順(トーナメント進出順位)　　　 
　 ①勝点②得失点差③総得点数④抽選

※給水 全試合中の給水タイムは試合時間に含む。

　 ※試合後のベンチ挨拶は、無しとする。

輪島市マリンタウン競技場
平成３０年８月１８日（土）

　　　　　　８月１９日（日）

第３１回　輪島サッカースポーツ少年団交歓ジュニアサッカー大会規定

サッカーを通じ心身を鍛え、少年団相互の親睦を深めると共に、競技力の向上を図る。

輪島市スポーツ少年団

輪島市サッカー協会／輪島サッカークラブジュニア父母の会

輪島市・輪島市教育委員会・北國新聞社・アートスポーツ・輪島市体育協会

輪島２１世紀未来計画研究会

本年度（財）日本サッカー協会「８人制サッカー競技規則」による。
但し下記の項目については別に定める

（２）競技時間 予選リーグ、決勝・朝市トーナメント共に
４号球　（本部にて用意します）（１）使用ボール

（４）競技場 縦６８ｍ×横４８ｍ　ＰＫマーク８m

30分間とし途中5分間休憩とする
（３）交代人数 制限なし 自由な交代（交代した選手が再度試合に復帰可）

（５）ｺﾞｰﾙの大きさ 少年用ゴール

　16ﾁｰﾑを4ｸﾞﾙｰﾌﾟ(A.B.C.D)に分け、各ｸﾞﾙｰﾌﾟで総当1回の3試合の予選ﾘｰｸﾞ戦を行う。



9 審　　判　　　　

10 表　　彰
　優勝旗・賞状・金メダル
　盾・賞状・銀メダル
　賞状・銅メダル

　トロフィ・賞状

　 本部受付時、配布致します。

11 参加上の注意

（６）取替えポイントシューズの使用は禁ずる。
（７）給水は水に限る。（ピッチ内にスポーツドリンクを持ち込まないでください）

12 その他　　
（１） 雨天の場合でも出来るだけ試合を行いますが、選手のコンディション等も考え

　　　　　 試合時間を短縮・中止にすることがあります。雷等が発生した場合は、速やか
　　　　　 に中断いたします。その後につきましては、代表者による相談で決定します。 

（２） 駐車に関しては、必ず指定の駐車場に入れること。また、道路上など、違法
　　　　　 駐車は絶対しないこと。

（３） 駐車の際、チーム名の提示をお願い致します。
各チームにおかれましては道路横断の際に、十分ご注意ください。

（４） 敷地内は、禁煙と致します。ただし、喫煙エリアでの喫煙は認めます。
（５） 石川県内より参加のチームは各団で出たゴミを、各自お持ち帰りいただきますよう、

ご協力をお願い致します。

※

※ その他ご不明な点がございましたら、本部までお問い合わせください。

朝市トーナメント優勝 ：

参加記念品 ：

帯同審判とし予選は2人制とし、トーナメントは3人制とする。
 （審判は、審判服を着用してください。）

（１）試合には常時指導し得る指導者と審判2名を帯同すること。

優勝：
準優勝：

３位：

（２）各チーム責任者は参加選手の保護者の同意を得ること。
（３）参加者はスポーツ安全協会に加入済みであり、健康であること。
（４）ユニフォームは異色のものを２着用意すること。

対戦するチームのユニフォームが同色の場合、
プログラム左側のチームが正を着用する。

（５）試合中に発生した負傷、疫病ついては大会本部で応急手当はするが、
その後の治療に関しては責任を負わない。

駐車場及び休憩場所での盗難・紛失・破損・事故等につきましては
一切の責任を負いません。



　

平成３０年８月１８日（土）  午前11時45分

輪島市マリンタウン競技場

役員・選手整列

賞典返還   

                アカシアサッカースポーツ少年団

大会長挨拶 松岡　惠水

大会委員長挨拶 石本　昇蔵

激励の言葉 宮坂　雅之

選手宣誓 輪島サッカークラブジュニア　キャプテン 北濱　一斗

役員・選手解散

平成３０年８月１９日（日）  午後2時40分

輪島市マリンタウン競技場

役員・選手整列

成績発表・表彰

総評 輪島サッカー協会副会長 坂本　賢治

前回優勝

開    会    式

日　時

会　場

式次第

優勝旗返還

式次第

輪島市スポーツ少年団本部長

輪島サッカー協会会長

輪島市教委員会教育長

閉    会    式

日　時

会　場



得点

得点

得点

得点

予選リーグ組合せ
８月１８日（土）

勝点 失点 得失点 順位

勝点 失点 得失点 順位

試合時間：１５分－５分－１５分

勝点 失点 得失点 順位

勝点 失点 得失点 順位

かしま

かしま

羽咋 ウエスト

高松

内灘 アカシア 高松

内灘

アカシア

押水

Ｄグループ

ウエスト

羽咋

ＴＯＮ

Ａグループ

Cグループ

ＴＯＮ 押水

中条

太白台

輪島

Ｂグループ

ヴｨｺﾞｰﾚ 輪島 太白台 中条

ヴｨｺﾞｰﾚ

輪島Ｕ11

珠洲

押野

ＭＯＶＡ

ＭＯＶＡ 押野 珠洲 輪島Ｕ11



Ｎｏ 時間 主　審 副　審

1 　９：３０～１０：０５ ＭＯＶＡ － 押野 ヴｨｺﾞｰﾚ 輪島

2 １０：１０～１０：４５ ヴｨｺﾞｰﾚ － 輪島 ＭＯＶＡ 押野

3 １０：５０～１１：２５ 羽咋 － ＴＯＮ 高松 かしま

１１：４５～１２：３０

4 １２：４５～１３：２０ 内灘 － アカシア 羽咋 ＴＯＮ

5 １３：２５～１４：００ 珠洲 － 輪島Ｕ11 内灘 アカシア

6 １４：０５～１４：４０ 太白台 － 中条 珠洲 輪島Ｕ11

7 １４：４５～１５：２０ ウエスト － 押水 太白台 中条

8 １５：２５～１６：００ 高松 － かしま ウエスト 押水

Ｎｏ 時間 主　審 副　審

1 　９：３０～１０：０５ ＴＯＮ － ウエスト 高松 内灘

2 １０：１０～１０：４５ 高松 － 内灘 ＴＯＮ ウエスト

3 １０：５０～１１：２５ ＭＯＶＡ － 珠洲 ヴｨｺﾞｰﾚ 中条

１１：４５～１２：３０

4 １２：４５～１３：２０ 太白台 － ヴｨｺﾞｰﾚ ＭＯＶＡ 珠洲

5 １３：２５～１４：００ ＴＯＮ － 押水 太白台 ヴｨｺﾞｰﾚ

6 １４：０５～１４：４０ 内灘 － かしま ＴＯＮ 押水

7 １４：４５～１５：２０ ＭＯＶＡ － 輪島Ｕ11 内灘 かしま

8 １５：２５～１６：００ ヴｨｺﾞｰﾚ － 中条 ＭＯＶＡ 輪島Ｕ11

Ｎｏ 時間 主　審 副　審

1 　９：３０～１０：０５ 羽咋 － 押水 アカシア かしま

2 １０：１０～１０：４５ アカシア － かしま 羽咋 押水

3 １０：５０～１１：２５ 押野 － 輪島Ｕ11 輪島 太白台

１１：４５～１２：３０

4 １２：４５～１３：２０ 輪島 － 中条 押野 輪島Ｕ11

5 １３：２５～１４：００ 羽咋 － ウエスト 輪島 中条

6 １４：０５～１４：４０ アカシア － 高松 羽咋 ウエスト

7 １４：４５～１５：２０ 押野 － 珠洲 アカシア 高松

8 １５：２５～１６：００ 輪島 － 太白台 押野 珠洲

８月１８ 日(土）

予選リーグ　タイムスケジュール

開　　　　　　会　　　　　　式

Ｂコート

Ｃコート

開　　　　　　会　　　　　　式

Ａ コート
対　　戦対　　戦

開　　　　　　会　　　　　　式

対　　戦

対　　戦



Ｂコート

A5 A6

11:40 12:20

Ａコート Ａコート

13:00

A1 A2 A3 A4

9:00 9:40 10:20 11:00

11:40

Ａコート Ａコート Ａコート Ａコート

優勝

13:25

Ｃ1位

10:00 10:00

Ｂ3 Ｂ4

Ａ１位 Ｃ２位 Ｂ１位 A２位

Ｃコート Ｃコート

Ｄ3位

Ｃコート Ｂコート Ｃコート

Ｂ1 Ｃ1 Ｂ2 Ｃ2

9:15 9:15

Ｂコート

Ｄ4位

Ｃコート Ｃコート

Ｃ3 Ｃ5

10:50 12:35

Ａ3位 Ｃ4位 Ｂ3位 Ａ4位 Ｃ3位 Ｂ4位

Ｄ1位

Ａ7

Ａ8

13:40

Ａコート

決勝トーナメント

朝市トーナメント

Ｂ2位

Ｃ4 Ｃ6

10:45

Ｂコート

11:40

Ｂコート

Ｂ4敗者

Ｂ6

13:25

Ｂ5

12:35

Ｄ２位

Ａコート

Ｂコート

８月１９ 日（日）

８月１９日（日）

Ａ5敗者 Ａ6敗者

３位決定戦優勝

３位決定戦

Ｂ3敗者



Ｎｏ 時間 主　審 副　審

A1 　９：００～　９：３５ Ａ１位 ー Ｃ２位 Ｂ1位 本部

A2 　９：４０～１０：１５ Ｂ１位 ー Ｄ２位 Ａ1勝者 本部

A3 １０：２０～１０：５５ A２位 ー Ｃ1位 Ａ2勝者 本部

A4 １１：００～１１：３５ Ｂ2位 ー Ｄ1位 Ａ3勝者 本部

A5 １１：４０～１２：１５ A1勝者 ー A2勝者 Ａ4勝者 本部

A6 １２：２０～１２：５５ A３勝者 ー A4勝者 Ａ5勝者 本部

A7 １３：００～１３：３５ 朝市トーナメント

決勝戦 Ｂ3勝者 ー Ｂ4勝者 本部 本部

A8 １３：４０～１４：１５ 決勝トーナメント

決勝戦 Ａ5勝者 ー Ａ6勝者 本部 本部

１４：４０～

Ｎｏ 時間 主　審 副　審

B1 　９：１５～　９：５０ Ａ3位 ー Ｃ4位 Ａ4位 本部

B2 １０：００～１０：３５ Ａ4位 ー Ｃ3位 Ｂ1勝者 本部

B3 １０：５０～１１：２５ Ｂ1勝者 ー Ｃ1勝者 Ｂ2勝者 本部

B4 １１：４０～１２：１５ Ｂ2勝者 ー Ｃ2勝者 Ｂ3勝者 本部

B5 １２：３５～１３：１０ 朝市トーナメント

３位決定戦 Ｂ3敗者 ー Ｂ4敗者 本部 本部

B6 １３：２５～１４：００ 決勝トーナメント

３位決定戦 Ａ5敗者 ー Ａ6敗者 本部 本部

１４：４０～

Ｎｏ 時間 主　審 副　審

C1 　９：１５～　９：５０ Ｂ3位 ー Ｄ4位 Ｄ3位 本部

C2 １０：００～１０：３５ Ｂ4位 ー Ｄ3位 Ｃ1勝者 本部

C3 １０：５０～１１：２５ Ｂ1敗者 ー Ｃ1敗者 Ｃ2勝者 本部

C4 １１：４０～１２：１５ Ａ1敗者 ー Ａ2敗者 Ｃ3勝者 本部

C5 １２：３５～１３：１０ Ｂ2敗者 ー Ｃ2敗者 Ｃ4勝者 本部

C6 １３：２５～１４：００ Ａ3敗者 ー Ａ4敗者 Ｃ5勝者 本部

１４：４０～

決勝・朝市トーナメント　タイムスケジュール

Aピッチ

Ｂコート

閉会式（Ａコート）

８月１９日（日）

対　　戦

対　　戦

閉会式（Ａコート）

Ｃコート

閉会式（Ａコート）

対　　戦
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