
拮抗した試合を定期的に行うことで各チームの強化・育成を促す。

さらにリーグ戦を行うことで試し合いやチャレンジを多く繰り返し

選手の成長に繋げる。

デランテロＦＣジュニア

12/18(金石町小)・1/29(金石町小)・2/26(千坂小)

土曜日午前開催を基本とする。

金沢市立千坂小学校体育館または金沢市立金石町小学校体育館

Ｕ－９

　※試合中は常時指導しうる責任ある指導者、もしくは保護者が帯同すること。

５チーム限定

１チームの参加費を１，０００円とする。（その都度、1,000円とします）

・５人制でＧＫを置く。交代の制限はない。

・日本サッカー協会の競技規則に準ずる。

・試合時間は1２分1本（ランニングタイム）とする。

・５チームで毎回総当たり（１日４試合）をする。

・会場が狭いため、以下の特別ルールを採用する。

　　※GKへのバックパスはOK。

　　※キックインの際、軸足がラインを越えてもOK。

・１人審判制を採用する。ただし保護者で２人制を練習したい場合はその限りではない。

・指導者もしくは4級以上の保護者の方。

優勝チームのみ

・ピッチは体育館に合わせた大きさとする。フットサルゴールを使用する。

・試合時間に遅れないように集まりましょう。

・怪我などの対応は本部ではしません。各チームで責任をもってお願いします。

・試合の入れ替わりが３分しかありません。試合時間が遅れないよう

　各チームのご協力でスムーズな運営をよろしくお願いします。

・待機場所がほぼありません。各チーム譲り合って過ごしましょう。

・体育館内には選手と指導者のみ入場可能です。

・コロナ感染拡大状況によって試合日程の中止や打ち切りがあります。

　〒920-3104　金沢市八田町東３４８

　携帯　　０９０－８９６７－５２２８

　ＦＡＸ　０７６－２５８－５１８４

 ウインターリーグＵ９ 

趣　　　旨：

主　　　催：

期　　　日：

時　　　間：

デランテロ

カテゴリー：

参加チーム：

参　加　費：

競技規定　：

会　　　場：

　Email　 arakida@alpha.ocn.ne.jp

審　判　：

表　彰　：

その他　：

問い合わせ：

代表　荒木田　丈

競技方法　：
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Ｕ９③ 金沢城北 仲良し 北陽 フェリース デランテロ 勝点 得失差 順位
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ウインターリーグＵ９①

試合順 開始時間

1 9:30 金沢城北 － 仲良し

2 9:45 フェリース － 北陽

3 10:00 デランテロ － 金沢城北

4 10:15 仲良し － フェリース

5 10:30 北陽 － デランテロ

6 10:45 金沢城北 － フェリース

7 11:00 デランテロ － 仲良し

8 11:15 北陽 － 金沢城北

9 11:30 フェリース － デランテロ

10 11:45 仲良し － 北陽

１．試合時間　　 １２分１本（入れ替わり３分）

２．競技人数 ５人制（GKを置く）

３．日程 12月18日

４．場所 金石町小学校体育館

５．カテゴリー Ｕ９

６．表彰 毎回、優勝チームのみ（トロフィー）

７．審判 対戦表の左側のチーム（１審制）

８．その他 入れ替わりをスムーズにしたいため、ベンチ挨拶は省略します。

会場は8時30分過ぎに開けます。

対戦相手



ウインターリーグＵ９②

試合順 開始時間

1 9:30 金沢城北 － 仲良し

2 9:45 フェリース － 北陽

3 10:00 デランテロ － 金沢城北

4 10:15 仲良し － フェリース

5 10:30 北陽 － デランテロ

6 10:45 金沢城北 － フェリース

7 11:00 デランテロ － 仲良し

8 11:15 北陽 － 金沢城北

9 11:30 フェリース － デランテロ

10 11:45 仲良し － 北陽

１．試合時間　　 １２分１本（入れ替わり３分）

２．競技人数 ５人制（GKを置く）

３．日程 1月29日

４．場所 金石町小学校体育館

５．カテゴリー Ｕ９

６．表彰 毎回、優勝チームのみ（トロフィー）

７．審判 対戦表の左側のチーム（１審制）

８．その他 入れ替わりをスムーズにしたいため、ベンチ挨拶は省略します。

会場は8時30分過ぎに開けます。

対戦相手



ウインターリーグＵ９③

試合順 開始時間

1 9:30 金沢城北 － 仲良し

2 9:45 フェリース － 北陽

3 10:00 デランテロ － 金沢城北

4 10:15 仲良し － フェリース

5 10:30 北陽 － デランテロ

6 10:45 金沢城北 － フェリース

7 11:00 デランテロ － 仲良し

8 11:15 北陽 － 金沢城北

9 11:30 フェリース － デランテロ

10 11:45 仲良し － 北陽

１．試合時間　　 １２分１本（入れ替わり３分）

２．競技人数 ５人制（GKを置く）

３．日程 2月26日

４．場所 千坂小学校体育館

５．カテゴリー Ｕ９

６．表彰 毎回、優勝チームのみ（トロフィー）

７．審判 対戦表の左側のチーム（１審制）

８．その他 入れ替わりをスムーズにしたいため、ベンチ挨拶は省略します。

会場は8時30分過ぎに開けます。

対戦相手


