
　　日 　程 ： 平成30年　５⽉　５日（⼟・祝）、６日（日）

　　会　 場 ： 国⽴能登⻘少年交流の家　グラウンド

　　主　 催 ： ⼤徳サッカースポーツ少年団

　　後　 援 ： 北國新聞社、株式会社アクオレ

　　協　 ⼒ ： 独⽴⾏政法⼈国⽴⻘少年教育振興機構　国⽴能登⻘少年交流の家
　 　

⼤徳友好杯少年サッカー⼤会



【大会役員】 大 会 会 ⻑ ⾦　⾕　康　弘
顧　   　　問 ⾦　原　　 　博 ⼩　林　 　　誠 木　下　和　吉 糀　⾕　武　志
参 　  　　与 石　坂　義　信 門　脇　正　紘 東　野　正　雄 二　木　安　繋

本　多　良　智 沖　田　照　男 岩　田　幹　彦 檜　物　 　　隆
南　野　英　二 稲　葉　俊　明 藤　田　 　　肇 廣　嶋　良　昭
山　越　 　　稔 福　嶋　 　　博 ⻄　　 　博　⼈ ⻄　田　俊　秋
山　越　茂　雄 高前田　謙 治 米　澤　　 　勝 山　本　一　孝
橋　田　⾏　正 山　内　勝　二 伊　藤　裕　治 河　二　大　銀
森　　 　周　一 中　川　栄　次 ⾦　⼦　信　之 二　又　　 　健
南　　 　秀　幸 安　嶋　　 　輝 米　田　拓　也 箭田川　浩 市
池　田　政　隆 惣　田　将　一 宮　野　雅　明 佐々木　真 英
⾥　⾒　克　元

大会実⾏委員⻑ 木　本　重　史
大会実⾏委員 福　村　正　志 澤　田　弘　泰 徳　永　博　之 二　木　規　裕

⻄　村　 　　翔 ⾥　⾒　克　元
大会事務局 沖　田　英　之 徳　永　博　之
大会運営委員⻑ 米　田　拓　也
大会運営副委員⻑ 中　⻄　昌　幸
大会審判委員⻑ ⻄　村   　　翔

【目　　的】 サッカー技術の向上を図ると共に、各チームの交流を深め、フェアプレイの精神を養う。

【日　　程】　 １日目 平成３０年５⽉５日(⼟・祝)　午前８：４５〜
　　各予選リーグ

２日目　 平成３０年５⽉６日(日)　午前８：３０〜
　 　　大徳杯トーナメント、友好杯トーナメント

表彰式 ２日目　１6：10前後（全試合終了後）より、本部前にて実施します。
表彰式対象チーム
　※大徳杯トーナメントの優勝・準優勝・第3位・敢闘賞、友好杯トーナメントの優勝・準優勝・第3位・
　　努⼒賞は表彰式を⾏いますのでご参加下さい。

【場　　所】 １日目・２日目 独⽴⾏政法⼈国⽴⻘少年教育振興機構

　国⽴能登⻘少年交流の家　グラウンド
石川県羽咋市柴垣町14-5-6

　※大会参加費、お弁当代（1日目及び2日目）は大会初日に本部受付にてお支払いをお願いします。

【出場チーム】（１６チーム）
（⻑野県）大町ＦＣ （石川県）内灘ＦＣ・ジュニア
（大阪府）ＨＥＡＴ ＦＣ （石川県）テイヘンズＦＣ ⾦沢Ｕ-12
（岐阜県）アウトラインＦＣ （石川県）⾦沢南ジュニアサッカークラブ
（富山県）ＧＲＡＮＺＡＳ ＦＣ （石川県）⼩松北フットボールクラブ
（富山県）ＦＣひがしジュニア （石川県）ＦＣ北陸 U-12
（富山県）⼩杉サッカークラブ （石川県）ＦＣ.ＴＯＮジュニア
（石川県）野町サッカースポーツ少年団 （石川県）⾦沢城北F・C
（石川県）美川ＦＣサッカークラブ （石川県）大徳サッカースポーツ少年団　

第３１回　⼤徳友好杯少年サッカー⼤会



【競技規則】 日本サッカー協会「サッカー競技規則2017/18」に準じ、８⼈制で開催。
但し、下記の項目については別に定める。
(１)  使用ボール 公認４号サッカーボールとする。本部にて準備します。
(２)  競技時間 予選リーグ １５－３－１５分

大徳杯トーナメント １５－３－１５分
友好杯トーナメント １５－３－１５分

(３)  交代⼈数 自由な交代とする。
(４)  競技場 ★１日目、２日目　国⽴能登⻘少年交流の家　グラウンド（天然芝）

          　　Ａ・Ｂの２コート
     　　６８×５０ｍ・PKマーク８ｍ・少年用ゴール使用
     　　センターサークル　 ７ｍ　  ゴールエリア　　   ４ｍ

　　ペナルティスポット ８ｍ　  ペナルティエリア １２ｍ
　・隣接の道路には、駐⾞しないでください。
　・隣接の施設は、アップ禁⽌です。定められた場所でお願いします。

(５)  審判 ２⼈制もしくは３⼈制（なるべく審判服を着用してください）。
※当該諸事情で審判ができない場合は事前に本部まで連絡ください。
※審判カードは該当チームの主審が本部まで取りに来てください。
 　主審は結果を本部に報告お願いします。
※大徳杯トーナメント優勝決定戦は本部にて担当します。

【試合方法】 １日目、２日目共に３試合を確保します。
１日目 １６チームを４チーム毎の計4ブロックに分け、３試合予選リーグ戦を⾏います。
２日目 大徳杯トーナメント、友好杯トーナメントを⾏います。

【順位の決定】 ・予選リーグ戦は勝ち点制 （ 勝ち３点、引き分け１点、負け０点 ）とし、
　勝ち点で決定しない場合は得失点、総得点、当該チームの勝敗の順にて決定します。
　尚、それでも決しない場合は　PK戦（１⼈目以降サドンデス）とします。
・２日目の大徳杯トーナメント、友好杯トーナメントは同点の場合、
　PK戦（１⼈目以降サドンデス）で勝敗を決します。
・同点の場合でもPK戦がない場合があります。（順位決定戦トーナメント表参照）
・大徳杯トーナメントの優勝決定戦において同点の場合、
　１０分間（前半５分、後半５分）の延⻑戦を⾏い、これにより決定しない場合は、
　３⼈ずつのPK戦（３⼈目以降サドンデス）で決定します。

【表　　彰】 『大徳杯トーナメント』 『友好杯トーナメント』
優 　勝： トロフィー、表彰状、メダル 優　 勝： トロフィー、表彰状
準優勝： トロフィー、表彰状、メダル 準優勝： トロフィー、表彰状
第３位： トロフィー、表彰状、メダル 第３位： トロフィー、表彰状
敢闘賞： トロフィー、表彰状 努⼒賞： トロフィー、表彰状
※最優秀選手賞は、大徳杯優勝チームから選定します。優秀選手賞は、大徳杯優勝チームを除く
　 各チーム1名選定します。
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【参加上の注意】 (１)　各チームの責任者は参加選手の保護者の同意を得ること。
(２)　参加選手はスポーツ安全協会等に加入済みであり、健康であること。
(３)　試合には常時、指導し得る指導者が同伴すること。
(４)　ユニフォームは異⾊のものを２着⽤意すること。
　　※メンバーチェックは⾏いませんので、対戦チーム間にて事前打ち合わせを⾏って下さい。
　　　　左側チーム優先です。ビブス使⽤可とします。
(５)　⼤会中に発⽣した負傷、疾病等の治療については、各チームの責任で処置して下さい。
(６)　すね当てを必ず着⽤し、取替え及びポイントシューズの使⽤を禁じます。
(７)　本⼤会は、６年⽣以下を主体としたチームとします。

【参加上のお願い】 　　受付は　本部にて⾏います。
ご不明な点がございましたら、本部までお問い合わせ下さい。
尚、マイク放送による試合結果報告は⾏いません。
試合案内のマイク放送は⾏います。時間に合わせ準備下さい。

(１) 　 駐⾞場は、指定場所のみ駐⾞可能です。路上駐⾞等、施設、他団体に迷惑をかけないよう
  　　　 お願いします。
　　 　  乗⽤⾞、バスの駐⾞は、会場⾒取り図に記載してある場所にお願いします。　

(２)　  駐⾞の際には、チーム名を記載したカードを⾒やすいところに提⽰して下さい。　　　　　　
　 　  　駐⾞台数に限りがありますので、各チーム5台のご協⼒お願いします。

(３)　  駐⾞場内における⾞両および積載物の盗難、紛失、また事故については、
　　　 　当団は⼀切の責任を負いません。

(４)　  各チームの控え場所、練習は試合コート外の定められたエリアとします。
 　　　　お手数ですが、雨よけ日よけのテントをご⽤意下さい。遠方チームは本部で準備します。
　 　　　テント、備品の盗難、紛失、破損ついては、当団は⼀切の責任を負いません。

(５)　  喫煙は指定場所でのみ⾏ってください。

(６)　  各チームで出たゴミは責任を持ってお持ち帰り下さい。

(７)  　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・中⽌する事があります。雷等が発⽣した場合は、速やかに
　　　 　中断します。その後については　本部にて決定します。

(８)　  選手の体調管理にはくれぐれもご注意下さい。

(９)　  当施設宿泊チームは、施設管理者主導の入所オリンテーションに参加してください。
　　　　　当施設内の紹介・利⽤説明、簡単な団体の紹介・交流があります。

(10)　　テント不要チーム
・⼤町ＦＣ様、ＨＥＡＴ ＦＣ様、アウトラインＦＣ様、のテントは本部で準備しますので不要です。
※申し訳御座いませんが、北陸三県のチーム様のテントは各チームでご準備の程宜しくお願いします。

救急病院
　　　・公⽴⽻咋病院 ⽻咋市的場町松崎24 0767-22-1220
　　　・志雄病院 宝達志水町萩市ほ1-1 0767-29-3121
休日当番医、地域内医療機関情報サイト
⽻咋郡市医師会　http://www.ishikawa.med.or.jp/gunshi/hakui/

【U-12団員】
背番号 　　氏　　　名 背番号 　氏　　　名
2 里  見  颯  馬 10 徳　永　龍　博

4 村　田　紫　逢 11 二　木　翔　大

5 福　村　勇　仁 18 西　村　琉　生

6 澤　田　和　哉



【会場案内図】



全試合（15-3-15）
1日目　【５月５日（土）】 入れ替え時間5分

【会場テント、コート配置図】
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（決勝戦）

（3位決定戦）

※T9はPK戦無し
（両チーム引き分け）

※K9はPK戦無し
（両チーム引き分け）

B4位 C3位 D4位

K1 K2 K3 K4

A3位 D3位B3位 A4位
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C4位

K7 K8

努⼒賞:
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【友好杯トーナメント】※各リーグ3位、4位
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全試合（15-3-15）

大徳杯優勝:

入れ替え時間5分
２日目　【５月６日（日）】
【大徳杯トーナメント】※各リーグ1位、2位
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T11
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全試合（15-3-15）
入れ替え時間5分

【5月5日（土）予選リーグ　スケジュール】

No. 審判 副審 No. 審判 副審

8:45 〜 9:18 A1 野町 － 内灘FC 本部 本部 8:45 〜 9:18 B1 FC.TON － FC北陸 本部 本部

9:23 〜 9:56 A2 FCひがし － ⼩松北 野町 内灘FC 9:23 〜 9:56 B2 ⼩杉 － 美川FC FC.TON FC北陸

10:01 〜 10:34 A3 ⾦沢南 － テイヘンズ FCひがし ⼩松北 10:01 〜 10:34 B3 大徳 － 城北FC ⼩杉 美川FC

10:39 〜 11:12 A4 アウトライン － GRANZAS ⾦沢南 テイヘンズ 10:39 〜 11:12 B4 大町FC － HEAT 大徳 城北FC

11:17 〜 11:50 A5 野町 － FCひがし アウトライン GRANZAS 11:17 〜 11:50 B5 FC.TON － ⼩杉 大町FC HEAT

11:55 〜 12:28 A6 内灘FC － ⼩松北 野町 FCひがし 11:55 〜 12:28 B6 FC北陸 － 美川FC FC.TON ⼩杉

12:33 〜 13:06 A7 ⾦沢南 － アウトライン 内灘FC ⼩松北 12:33 〜 13:06 B7 大徳 － 大町FC FC北陸 美川FC

13:06 〜 13:15

13:15 〜 13:48 A8 テイヘンズ － GRANZAS ⾦沢南 アウトライン 13:15 〜 13:48 B8 城北FC － HEAT FC 大徳 大町FC

13:53 〜 14:26 A9 ⼩松北 － 野町 テイヘンズ GRANZAS 13:53 〜 14:26 B9 美川FC － FC.TON 城北FC HEAT FC

14:31 〜 15:04 A10 FCひがし － 内灘FC ⼩松北 野町 14:31 〜 15:04 B10 ⼩杉 － FC北陸 美川FC FC.TON

15:09 〜 15:42 A11 GRANZAS － ⾦沢南 FCひがし 内灘FC 15:09 〜 15:42 B11 HEAT － 大徳 ⼩杉 FC北陸

15:47 〜 16:20 A12 アウトライン － テイヘンズ GRANZAS ⾦沢南 15:47 〜 16:20 B12 大町FC － 城北FC HEAT 大徳

【5月6日（日）トーナメント　スケジュール】

No. 審判 副審 No. 審判 副審

8:30 〜 9:03 K1 A3位 － B4位 本部 本部 8:30 〜 9:03 K2 C3位 － D4位 本部 本部

9:08 〜 9:41 K3 B3位 － A4位 A3位 B4位 9:08 〜 9:41 K4 D3位 － C4位 C3位 D4位

9:46 〜 10:19 T1 A1位 － B2位 B3位 A4位 9:46 〜 10:19 T2 C1位 － D2位 D3位 C4位

10:24 〜 10:57 T3 B1位 － A2位 A1位 B2位 10:24 〜 10:57 T4 D1位 － C2位 C1位 D2位

11:02 〜 11:35 K5 Ｋ１敗者 － Ｋ２敗者 B1位 A2位 11:02 〜 11:35 K6 Ｋ３敗者 － Ｋ４敗者 D1位 C2位

11:40 〜 12:13 K7 Ｋ１勝者 － Ｋ２勝者 Ｋ１敗者 Ｋ２敗者 11:40 〜 12:13 K8 Ｋ３勝者 － Ｋ４勝者 Ｋ３敗者 Ｋ４敗者

12:18 〜 12:51 T5 Ｔ１敗者 － Ｔ２敗者 Ｋ１勝者 Ｋ２勝者 12:18 〜 12:51 T6 Ｔ３敗者 － Ｔ４敗者 Ｋ３勝者 Ｋ４勝者

12:51 〜 13:00

13:00 〜 13:33 T7 Ｔ１勝者 － Ｔ２勝者 Ｔ１敗者 Ｔ２敗者 13:00 〜 13:33 T8 Ｔ３勝者 － Ｔ４勝者 Ｔ３敗者 Ｔ４敗者

13:38 〜 14:11 K9 Ｋ５敗者 － Ｋ６敗者 Ｔ１勝者 Ｔ２勝者 13:38 〜 14:11 K10 Ｋ５勝者 － Ｋ６勝者 Ｔ３勝者 Ｔ４勝者

14:16 〜 14:49 T9 Ｔ５敗者 － Ｔ６敗者 Ｋ５敗者 Ｋ６敗者 14:16 〜 14:49 T10 Ｔ５勝者 － Ｔ６勝者 Ｋ５勝者 Ｋ６勝者

14:54 〜 15:27 K12 Ｋ７勝者 － Ｋ８勝者 Ｔ５敗者 Ｔ６敗者 14:54 〜 15:27 K11 Ｋ７敗者 － Ｋ８敗者 Ｔ５勝者 Ｔ６勝者

15:32 〜 16:05 T12 Ｔ７勝者 － Ｔ８勝者 本部 本部 15:32 〜 16:05 T11 Ｔ７敗者 － Ｔ８敗者 Ｋ７敗者 Ｋ８敗者

コート： コート：A B

コート： A コート： B

全試合終了後　表彰式 【（優勝、準優勝、第3位、下位トーナメント優勝（敢闘賞、努⼒賞）の対象チームのみ】

宿泊チームは、宿泊施設へ移動→着替え→17:00〜の入所オリエンテーションへ参加

予定時間 対戦 予定時間 対戦

予定時間 対戦 予定時間 対戦

時間調整

時間調整
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