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第 1 回星稜サマーカップ U-9 

大会要項 

 

【 名 称 】 第 1 回星稜サマーカップ U-9 

 

【 目 的 】 U-9 カテゴリーの子供達に試合の機会、交流の場を作ること。 

        またフットサル形式の中で技術面にフォーカスし心身ともに成長することを目的とする。 

 

【 主 催 】 星稜ジュニアサッカークラブ 

 

【 運 営 】 星稜ジュニアサッカークラブ 

 

【 会 場 】 ホクモウスポーツガーデン フットサル場     〒920-0011  金沢市松寺町辰 8 番地 

 

【 日 程 】 令和元年 8 月 31 日 土曜日 

 

【カテゴリー】 U-9 (現 3 年生を主体としたチーム) 

 

【参 加 費】 1 チーム￥4,000  (当日受付にてお支払い下さい。) 

 

【参加資格】  ① 常時指導しうる責任ある指導者のいるチームであること。 

        ② 参加選手はスポーツ傷害保険に加入していること。 

        ③ 試合には審判資格保持者もしくは、資格者同等の帯同審判員をつけること。 

 

【開閉会式】  開会式は行いません。 

        優勝・準優勝・3 位の 3 チームは表彰式を行います。 

 

【競技方法】  グループリーグの後、順位トーナメントを行う。 

        ① リーグ戦の順位は勝ち点制とし合計点(勝ち点 3 点・引き分け 1 点・負け 0 点)で順位決定する。 

 

        ② 勝ち点が同点の場合は①得失点差 ②総得点 ③当該試合結果 ④キャプテン又は監督によるくじ引き 

          せ決定する。 

 

 



 

【競技規則】  日本サッカー協会「フットサル競技規則」による。但し、一部本大会ルールを定める。 

         

① コートサイズ 36m×18m 

② 使 用 球  サッカー用 4 号球 (大会本部にて準備) 

③ 競技時間   15 分  ランニングタイム(飲水タイム有り) 

④ 競技人数   5 人制 (FP4 人 GK1 人) 

⑤ すね当て   必ず着用のこと 

⑥ ユニフォーム ビブス使用可 

⑦ GK へのパスは可能とする。但し GK のパスがノーバウンドでハーフラインを超えることはできない。 

  GK のパスがノーバウンドでハーフラインを超えた場合、ハーフラインから間接 FK とする。 

 

【選手交代】  選手交代は自由。 

        ①交代ゾーンから交代 (交代する選手がピッチの外に出てからピッチに入る。) 

        ②GK の交代のみ主審の承諾を得て、試合の停止中に行う。 

         

【 審 判 】 1 審制 

①当該チームにより対戦表の左側のチームが行う。 

②試合終了後、本部へ結果報告をする。 

③審判資格は問いませんが、有資格者同等の方で行う。 

④審判着着用 

 

【 その他 】 ①試合間隔が短いためスムーズな入れ替わりをお願いします。 

        ②ゴミは各チームでの処理をお願いします。 

        ③グラウンド敷地内は禁煙となっております。 

        ④必ず指定の駐車場に駐車してください。 

         駐車場に限りがありますので各チームできるだけ 5 台程での乗り合わせをお願いします。 

        ⑤負傷などの応急処置は行いますが、治療などは各チームで対応お願いします。 

        ⑥雨天の場合でも行いますが、荒天、雷雨の場合は安全面を考慮し中止の判断をさせていただきます。 

 

【お問合せ】  星稜ジュニアサッカークラブ 運営責任者  

        監督 山田 智浩 

        TEL 090-7171-0155 



星稜A 仲良し 金沢南 勝点 得点 失点 得失点差 順位

A1 星稜A

A2 仲良し

A3 金沢南

フェリース 金石 野町 勝点 得点 失点 得失点差 順位

B1 フェリース

B2 金石

B3 野町

菊川A 笠間 星稜B 勝点 得点 失点 得失点差 順位

C1 菊川A

C2 笠間

C3 星稜B

菊川B デランテロ 川北 勝点 得点 失点 得失点差 順位

D1 菊川B

D2 デランテロ

D3 川北

グループリーグ星取表

Aグループ

Bグループ

Cグループ

Dグループ



審判 結果

星稜A vs 仲良し 星稜A フェリ―ス vs 金石 フェリース

菊川A vs 笠間 菊川A 菊川B vs デランテロ 菊川B

仲良し vs 金沢南 仲良し 金石 vs 野町 金石

笠間 vs 星稜B 笠間 デランテロ vs 川北 デランテロ

金沢南 vs 星稜A 金沢南 野町 vs フェリース 野町

星稜B vs 菊川A 星稜B 川北 vs 菊川B 川北

A三位 vs B三位 C三位 vs D三位

A二位 vs B二位 C二位 vs D二位

A一位 vs B一位 C一位 vs D一位

A⑦勝 vs B⑦勝 A⑦負 vs B⑦負

A⑧勝 vs B⑧勝 A⑧負 vs A⑧負

A⑨勝 vs B⑨勝 A⑨負 vs B⑨負

②．12:55～13:15

第1回星稜サマーカップU-9　タイムスケジュール

試合時間 Aコート Bコート

①．12:30～12:50

③．13:20～13:40

④．13:45～14:05

⑤．14:10～14:30

⑥．14:35～14:55

⑦．15:00～15:20

・審判は当該で左側のチームが担当

⑧．15:25～15:45

⑨．15:50～16:10

⑩．16:15～16:35

⑪．16:40～17:00

⑫．17:05～17:25

17:35～17:50 表彰式

・試合時間は15分のランニングタイム(飲水タイム有り)

・①～⑥は3チームによるグループリーグ

・⑦～⑫は順位トーナメント

Aグループ Bグループ Cグループ Dグループ

C1．菊川A

C2．笠間

C3．星稜B

D1．菊川B

D2．デランテロ

D3．川北FC

A1．星稜A

A2．仲良し

A3．金沢南

B1．フェリース

B2．金石

B3．野町


