
1 大会名 湯野カップ（U-12)

2 趣旨 本大会は試合を通じて参加チームの交流を深めるとともに選手相互の
親睦・技術の向上を図り、フェアプレーの精神を養うことを目的とする。

3 主催 湯野少年サッカークラブ

4 主管 湯野少年サッカークラブ保護者会

5 期日 2019年4月14日

6 会場 粟津公園グラウンド　石川県小松市符津町念仏ケ-3-1

7 参加費 3000円／１チーム

8 競技規則 （公財）日本サッカー協会「８人制サッカールールと審判方法」の
「８人制サッカールール」による。

9 試合時間 １５分ハーフ（ハーフタイム５分）

10 審判 １審制（予備審付） ※試合日程に担当記載
審判はなるべく有資格者でお願いします。
今年度より石川県は１審制が各種大会で採用されます。
審判への苦情、暴言等は固く禁じますのでよろしくお願いします。

11 参加資格 常時指導しうる責任のある指導者のいるチームであること
参加者は必ずスポーツ傷害保険に加入済であること

12 参加チームU-12　８チーム　カップ戦
（福井県） 立待フットボールクラブ
（石川県） エスぺリオFC

三和キッカーズスポーツ少年団
仲良しスポーツ少年団
安宅FC
東和FC（ジュニア）
根上サッカークラブ
湯野少年サッカークラブ

U-11　4チーム　交流試合
（石川県） 三和キッカーズスポーツ少年団

仲良しスポーツ少年団
根上サッカークラブ
湯野少年サッカークラブ

13 表彰 優勝チーム 賞状・トロフィー
準優勝チーム 賞状・トロフィー
３位チーム 盾
敢闘賞（４位） 盾

優秀選手賞 全チームから１名（監督推薦）
※各自の最終試合前までに本部へ優秀選手を報告してください。

14 その他 ・大会中に発生した負傷、疾病等については、各チームの責任で処置願います。
・会場で出たゴミは各チームの責任でお持ち帰りください
・スポーツドリンクなどの御志は謹んでご辞退させていただきます。
・車の駐停車は必ず団名プレートを掲示のうえ、指定された場所でお願いします。

湯野カップ　実施要項



湯野カップ【U12予選リーグ表】
Aブロック 安宅 立待 仲良し 湯野 勝ち点 得点 失点 得失点差 順位

安宅

立待

仲良し

湯野

Bブロック エスぺリオ 根上 東和 三和 勝ち点 得点 失点 得失点差 順位

エスぺリオ

根上

東和

三和

湯野カップ【U12順位決定戦】

優勝 ３位

A１位 B１位 A2位 B2位

５位 ７位

A3位 B3位 A4位 B4位



Bブロック 三和 根上 仲良し 湯野 勝ち点 得点 失点 得失点差 順位

三和

根上

仲良し

湯野

U-11交流戦対戦表



湯野カップ【U12日程表】

Ｎｏ 時間 主審 予備審 Ｎｏ 時間 主審 予備審

① 8:30 Ｕ-12 安宅 対 湯野 仲良し 仲良し ① 8:30 Ｕ-12 根上 対 東和 三和 三和

② 9:10 Ｕ-12 立待 対 仲良し 安宅 安宅 ② 9:10 Ｕ-12 エスぺリオ 対 三和 根上 根上

③ 9:50 U-11 湯野 対 仲良し 湯野 仲良し ③ 9:50 U-11 根上 対 三和 根上 三和

④ 10:30 Ｕ-12 湯野 対 仲良し 立待 立待 ③ 10:30 Ｕ-12 東和 対 三和 エスぺリオ エスぺリオ

⑤ 11:10 Ｕ-12 立待 対 安宅 仲良し 仲良し ④ 11:10 Ｕ-12 根上 対 エスぺリオ 東和 東和

⑤ 11:50 U-11 仲良し 対 根上 仲良し 根上 ⑤ 11:50 U-11 湯野 対 三和 三和 湯野

⑥ 12:30 Ｕ-12 安宅 対 仲良し 湯野 湯野 ⑥ 12:30 Ｕ-12 三和 対 根上 エスぺリオ エスぺリオ

⑦ 13:10 Ｕ-12 立待 対 湯野 安宅 安宅 ⑦ 13:10 Ｕ-12 東和 対 エスぺリオ 三和 三和

⑧ 13:50 U-11 湯野 対 根上 湯野 根上 ⑧ 13:50 U-11 仲良し 対 三和 仲良し 三和

⑨ 14:30 Ｕ-12 A3位 対 B3位 B１位 B１位 ⑨ 14:30 Ｕ-12 A4位 対 B4位 A2位 A2位

⑩ 15:20 Ｕ-12 A１位 対 B１位 本部 本部 ⑩ 15:20 Ｕ-12 A2位 対 B2位 ⑨勝ち ⑨負け

16:10 16:10表彰式 表彰式

U-11交流戦

Aコート Ｂコート
対戦カード 対戦カード



会場案内



会場駐車場、臨時駐車場


