
《大久保ｓｓｃ企画》

大久保ｓｓｃＵ１１・Ｕ１２交流マッチ

■趣旨
富山県内の強豪チームによるトレーニングマッチを開催し、選手の育成と指導者、チーム、選手たちの交
流を目的に行う。選手たちにおいては、より多くのチームと試合を行うことで様々な相手、状況に対して、
自ら考え、行動、プレーができる選手になれるよう期待する。

■主催 
　　　　　　　大久保少年サッカークラブ

■期日
　　　　　　　２０１６年４月２３日（土）　　　０９：００－１７：００

■会場　　 富山市神通川水辺プラザ少年サッカー場（富山市八尾町城生91-3）

■対象
U１２ 【小学６年生以下】　　２３日＞＞＞　６チーム限定
U１１ 【小学５年生以下】　　２３日＞＞＞　６チーム限定

■参加費
　　　　　　　【２３日参加】　１，０００円/チーム
　　　　　　　※石灰代として使用させていただきます。

■参加申込　ｅ－メールにて参加の旨の連絡をお願いいたします。
　　　　　　　　　栗山邦彦 ookubo.ssc@gmail.com
　　　　　　　　　牧野吉成 y-makino@hansin.co.jp

■競技規則 
財団法人日本サッカー協会競技規則による。但し、以下の項目についてはその限りではない。
・選手人数と審判について
８人制サッカーとし審判は１人審判制とする。試合帯同のスタッフで両チーム前・後半に分けて行う。
選手交代は自由
・試合時間について
Ｕ１２＝４０分（前・後半２０分）とし、インターバルは５分とする。
Ｕ１１＝３０分（前・後半１５分）とし、インターバルは５分とする。
・ピッチサイズ・ゴールマウスについて
縦６８ｍ、横５０ｍ　　ジュニアゴールを使用する。
※ピッチサイズはグラウンド状況により変更する場合があります。
・試合球について
４号ﾎﾞｰﾙを使用する。
・ユニホームについて
異色のものを２着用意のこと
※ビブス「可」とする

■組合せ
　　　　【２３日】　　Ｕ１２：６チームによる総当りリーグ戦
　　　　　　　　　　　Ｕ１１：６チームによる総当りリーグ戦



【大久保ｓｓｃ企画】新Ｕ１２・Ｕ１１交流マッチ

Ｕ１１

大久保ｓｓｃ ひがし ＫＳＳ．ＵＯＺＵ 小杉 スクエア滑川 ブルーソックス
得
点

失
点

得
失
点
差

順
位

大久保ｓｓｃ A-① B-③ C-⑤ A-⑦ B-⑨

ひがし A-① A-⑨ C-⑦ C-③ B-⑤

氷見 B-③ A-⑨ B-① A-⑤ B-⑦

小杉 C-⑤ C-⑦ B-① C-⑨ A-③

スクエア滑川 A-⑦ C-③ A-⑤ C-⑨ C-①

ブルーソックス B-⑨ B-⑤ B-⑦ A-③ C-①

Ｕ１２

大久保ｓｓｃ ひがし ＫＳＳ．ＵＯＺＵ 小杉 スクエア滑川 ブルーソックス
得
点

失
点

得
失
点
差

順
位

大久保ｓｓｃ A-② B-④ C-⑥ A-⑧ B-⑩

ひがし A-② A-⑩ C-⑧ C-④ B-⑥

ＫＳＳ．ＵＯＺＵ B-④ A-⑩ B-② A-⑥ B-⑧

小杉 C-⑥ C-⑧ B-② C-⑩ A-④

スクエア滑川 A-⑧ C-④ A-⑥ C-⑩ C-②

ブルーソックス B-⑩ B-⑥ B-⑧ A-④ C-②

※Ｃ－②、Ａ－④ゲームはブルーソックスさんの代わりに大久保Ｂで試合をさせていただきます。



Aｺｰﾄ Bｺｰﾄ Cｺｰﾄ ﾌﾚﾝﾄﾞｺｰﾄ

① 09 : 00 - 09 : 35 U11 大久保ssc vs ひがし 氷見 vs 小杉 スクエア滑川 vs ブルーソックス vs

② 09 : 40 - 10 : 25 U12 大久保ssc vs ひがし ＫＳＳ．ＵＯＺＵ vs 小杉 スクエア滑川 vs 大久保Ｂ vs

③ 10 : 30 - 11 : 05 U11 小杉 vs ブルーソックス 大久保ssc vs 氷見 ひがし vs スクエア滑川 vs

④ 11 : 10 - 11 : 55 U12 小杉 vs 大久保Ｂ 大久保ssc vs ＫＳＳ．ＵＯＺＵ ひがし vs スクエア滑川 vs

⑤ 12 : 00 - 12 : 35 U11 氷見 vs スクエア滑川 ひがし vs ブルーソックス 大久保ssc vs 小杉 vs

12 : 35 - 13 : 00 休　　憩 休　　憩 休　　憩 休　　憩

⑥ 13 : 00 - 13 : 45 U12 ＫＳＳ．ＵＯＺＵ vs スクエア滑川 ひがし vs ブルーソックス 大久保ssc vs 小杉 vs

⑦ 13 : 50 - 14 : 25 U11 大久保ssc vs スクエア滑川 氷見 vs ブルーソックス ひがし vs 小杉 vs

⑧ 14 : 30 - 15 : 25 U12 大久保ssc vs スクエア滑川 ＫＳＳ．ＵＯＺＵ vs ブルーソックス ひがし vs 小杉 vs

⑨ 15 : 30 - 16 : 05 U11 ひがし vs 氷見 大久保ssc vs ブルーソックス 小杉 vs スクエア滑川 vs

⑩ 16 : 10 - 16 : 55 U12 ひがし vs ＫＳＳ．ＵＯＺＵ 大久保ssc vs ブルーソックス 小杉 vs スクエア滑川 vs


