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【 主　催 】 大徳サッカースポーツ少年団

【 協　賛 】 アルビス 株式会社

【 後　援 】 北國新聞社

【 協　力 】 株式会社 アクオレ

【 日　程 】 １日目 令和元年８月３日(土)　午前８：３０～　各予選リーグ
　　　　　　　　　　　　　

２日目　 令和元年８月４日(日)　午前８：3０～　 アルビス杯トーナメント、大徳トーナメント
　　

　 開会式 １日目　11：10より内灘会場のAコートにて実施します。
　　　（内灘会場参加チームは必ず出席ください）

表彰式 ２日目　アルビス杯：内灘会場17：00～
　　　　大徳杯：二日市会場14：30～

※１日目１９：００より 懇親会を実施します。（テルメ金沢）

【 会　場 】 内灘町サッカー競技場（石川県河北郡内灘町字宮坂に1番地3）
二日市多目的グラウンド（石川県金沢市二日市町波）

【 参加費 】 １チーム　10,000円
※大会参加費、お弁当代（1日目及び2日目）は大会初日に

　　 　各会場の本部受付にてお支払いをお願いします。

【 表　彰 】 『アルビス杯トーナメント』
優勝　　　カップ（持ち回り）、トロフィー、表彰状、メダル
準優勝　　盾、表彰状、メダル
第３位　　盾、表彰状、メダル

『大徳トーナメント』
優勝　　　トロフィー、表彰状
準優勝　　盾、表彰状
第３位　　盾、表彰状

最優秀選手賞は、アルビス杯優勝チームから選定します。
優秀選手賞は、各チーム１名（優勝チームは除く）選定します。

【 競技規則 】 日本サッカー協会「サッカー競技規則2018/19」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。

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。
競技時間 １５分ハーフ　（１５分－５分－１５分）

※熱中症対策の為、前後半でそれぞれ1回必ず「給水タイム」をとって下さい。
　ランニングタイムでお願いします。
   ロスタイムはタイムテーブルの都合上、MAX1分以内とします。
　また、対戦相手ベンチへの挨拶は省略ください。

交代人数 自由な交代とする。
競技場　　内灘町サッカー競技場　（Aコート・Bコート）

二日市多目的グラウンド　（Aコート・Bコート・Cコート）
　　６８×５０・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。
     審判 両日ともに、スケジュールを参考に審判のご協力お願いします。

1人制にてお願いします。(審判服の着用は必要ありません）
　※審判への抗議は行わない。
　※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前半主審が本部まで取りに来てください。
　　後半主審は結果を本部に報告お願い致します。
　※2日目の各トーナメント優勝決定戦は本部にて担当します。
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【 】 １日目 28チームを4チーム毎の計7ブロックに分け、３試合の予選リーグ戦
　※順位決定方法
　　①勝点(勝3、引き分け1、負０)　②得失点差　③総得点
　　④当該試合の勝者　⑤抽選

２日目 アルビス杯トーナメント（1日目の各リーグ1・2位）
および、大徳トーナメント（1日目の各リーグ3・4位）の順位決定トーナメント
　※延長戦は行わず、PK戦（3人制）で勝者決定。ただしフレンドリーマッチ
　　は引き分けにて終了とします。

【 】 (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保険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わないので、対戦チーム間にて事前打ち合わせをして下さい。
　　　　　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、５年生以下を主体としたチームとします。

【 】 (1)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。

(2)駐車場は、指定場所のみ駐車可能です。路上駐車等、近隣に迷惑をかけないようお願いします。
    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。　

(3)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、できる限り乗り合わせてご来場下さい。

(4)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。

(5)各チームの控え場所、練習は試合コート外のエリアとします。
    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。

(6)金沢市スポーツ事業団が定めたガイドライン(2019年7月1日施行）により、スポーツ施設建物内外や
　 駐車場を含む敷地内での喫煙が禁止されております。ご協力ください。

(7)各チームで出たゴミは責任を持ってお持ち帰り下さい。

(8)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・中止とする事があります。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。

(9)真夏の大会となります。体調管理にはくれぐれもご注意下さい。
    十分な熱中症対策をどうぞ宜しくお願いします。
    会場周辺には飲料、氷等の購入設備はございませんので事前の準備をお願いします。

(10)二日市会場のみトレマを行うことができます。（両日スケジュール参考）希望のチームは本部まで
　 申し出てください。申し込み数多数の場合は、先着順とさせて頂きます。

　　　
(11)東海スポーツクラブ様、南郷里FV様、ｱｳﾄﾗｲﾝFC様のテントは本部で準備させていただきます。
    北陸三県のﾁｰﾑ様は、各ﾁｰﾑ様でご準備くださいますよう宜しくお願いします。

試合方法

参加上の注意

参加上のお願い
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（滋賀県）南郷里FV

（岐阜県）アウトラインFC

（富山県）上市サッカースポーツ少年団

（富山県）プリマヴェーラ入善SSS

（富山県）FCひがしジュニア

（富山県）富山中央FC

（富山県）小杉サッカークラブ

（富山県）水橋FC

（富山県）STG.FC　takasei

（富山県）GRANZAS　FC

（富山県）中田JFC

（富山県）エヌスタイル

（富山県）戸出サッカースポーツ少年団

（富山県）JKキッズなめりかわ

（愛知県）東海スポーツクラブ

（石川県）FC.TONジュニア

（石川県）エスペリオFC

（石川県）FC七尾ウエスト

（石川県）F.C　Felizスポーツ少年団

（石川県）内灘FC.ジュニア

（石川県）テイヘンズFC金沢U‐12

（石川県）串サッカースポーツ少年団

（石川県）兼六フットボールクラブ

（石川県）泉クラブU‐12ジュニア

（石川県）FC.北陸U‐12

（石川県）中条サッカースポーツ少年団

（石川県）富樫サッカースポーツ少年団

（石川県）大徳サッカースポーツ少年団　
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展望温泉ほのぼの湯 

ひまわり村 

ホリ牧場夢ミルク館 

国道８号線七尾・富山方面から 

お越しの際は、「今町出口」を 

左方向にお降りください 

 

国道８号線福井方面および 

高速金沢森本下車し159号線で8号線と合流の場合は、 

「二日市出口」を左方向にお降りください 

ビニールハウスが目印 

白い砂利道を通って 

会場駐車場へお越しください 

 マイクロバスは通ることができません 

（車高2.5ｍまで） 



1日目　【８月３日（土）】 全試合（15-5-15）

入れ替え時間5分

大徳 A3 A11 A19

TON A23 A15

エスペリオ

5

得　点 失　点

A24 A16

小杉 A6

Eリーグ 兼六 水橋 STG.FC GRANZAS

FC北陸 B14 B8

Nスタイル B2

東海 A7

得失点差 順位

Cリーグ フェリース 内灘 南郷里 富山中央 勝ち点 得　点 失　点 得失点差 順位

ウエスト A4 A12 A20

アウトライン

Bリーグ ウエスト 上市 アウトライン 入善 勝ち点 得　点

南郷里

内灘 A21 A13

富山中央

失　点

テイヘンズ A2 A10 A18

A5

上市

A8

B16 B10

GRANZAS

Gリーグ 中条 富樫 戸出 なめりかわ 勝ち点 得　点

なめりかわ

戸出 B4

富樫

中条 B3 B9 B15

失　点 得失点差 順位

中田

Fリーグ 泉 FC北陸 Nスタイル 中田 勝ち点 得　点 失　点 得失点差 順位

泉 B1 B7 B13

ひがし

勝ち点 得　点 失　点 得失点差 順位

水橋 B18 B12

串 A22 A14

勝ち点 得　点 失　点 得失点差 順位

兼六 B5 B11 B17

STG.FC B6

入善

フェリース A1 A9 A17

得失点差 順位

Dリーグ テイヘンズ 串 小杉 ひがし

Aリーグ 大徳 TON 東海 エスペリオ 勝ち点
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全試合（15-5-15）

入れ替え時間5分

No. 審前半 審後半 No. 審前半 審後半

A1 フェリース - 内灘 フェリース 内灘 A2 テイヘンズ - 串 テイヘンズ 串

A3 大徳 - TON 大徳 TON A4 ウェスト - 上市 ウェスト 上市

A5 南郷里 - 富山中央 南郷里 富山中央 A6 小杉 - ひがし 小杉 ひがし

A7 東海 - エスペリオ 東海 エスペリオ A8 アウトライン - 入善 アウトライン 入善

A9 フェリース - 南郷里 フェリース 南郷里 A10 テイヘンズ - 小杉 テイヘンズ 小杉

A11 大徳 - 東海 大徳 東海 A12 ウェスト - アウトライン ウェスト アウトライン

A13 内灘 - 富山中央 内灘 富山中央 A14 串 - ひがし 串 ひがし

A15 TON - エスペリオ TON エスペリオ A16 上市 - 入善 上市 入善

A17 富山中央 - フェリース 富山中央 フェリース A18 ひがし - テイヘンズ ひがし テイヘンズ

A19 エスペリオ - 大徳 エスペリオ 大徳 A20 入善 - ウェスト 入善 ウェスト

A21 内灘 - 南郷里 内灘 南郷里 A22 串 - 小杉 串 小杉

A23 TON - 東海 TON 東海 A24 上市 - アウトライン 上市 アウトライン

No. 審前半 審後半 No. 審前半 審後半

B1 泉 - FC北陸 泉 FC北陸 B2 Nｽﾀｲﾙ - 中田 Nｽﾀｲﾙ 中田

B3 中条 - 富樫 中条 富樫 B4 戸出 - なめりかわ 戸出 なめりかわ

B5 兼六 - 水橋 兼六 水橋 B6 STG - GRANZAS STG
GRANZA

S

B7 泉 - Nｽﾀｲﾙ 泉 Nｽﾀｲﾙ B8 FC北陸 - 中田 FC北陸 中田

B9 中条 - 戸出 中条 戸出 B10 富樫 - なめりかわ 富樫 なめりかわ

B11 兼六 - STG 兼六 STG B12 水橋 - GRANZAS 水橋
GRANZA

S

B13 中田 - 泉 中田 泉 B14 Nｽﾀｲﾙ - FC北陸 Nｽﾀｲﾙ FC北陸

B15 なめりかわ - 中条 なめりかわ 中条 B16 富樫 - 戸出 富樫 戸出

B17 GRANZAS - 兼六 GRANZAS 兼六 B18 水橋 - STG 水橋 STG

当該 当該 当該 当該

コート： コート：

開始予定時間 対戦 開始予定時間 対戦

8:30 8:30

9:10 9:10

9:50 9:50

10:30 10:30

11:10                                                                               開  会  式     

11:40 11:40

12:20 12:20

13:00 13:00

13:40 13:40

14:20 14:20

15:00 15:00

15:40 15:40

16:20 16:20

コート： コート：

予定時間 対戦 予定時間 対戦

9:00 9:00

9:40 9:40

10:20 10:20

11:00 11:00

11:40

12:20 12:20

13:00 13:00

13:40 13:40

14:20 14:20

15:00 トレマ 15:00 トレマ

11:40



2日目　【８月４日（日）】 全試合（15-5-15）

※各リーグ1位、2位

準優勝

フレンドリーリーグ ※PKなし

a2負 a3負 a4負

a2負 a6 a11 ｂ6 ｂ11

a3負 a8 ｂ8

a4負

※各リーグ3位、4位

フレンドリーリーグ ※PKなし

a3負 c2負 b1負

a3負 c6 a8 c4 b8

c2負 b4 b6

b1負

7

優勝

b12

入れ替え時間5分
【アルビス杯トーナメント】内灘

第３位 第３位

a9 b9

a10 b10
a7 a5 b5 b7

なし

a4 a3 a2 b2 b3 b4

PK

なし

PK

A1位 F2位 E1位 C2位 B1位 D2位 G1位 C1位 B2位 E2位 D1位 G2位 F1位 A2位

b1

b2負 b3負 b4負

b3負

b4負

b2負

準優勝

優勝

a9

第３位 第３位

a7 a6

b7 c7
a5 b3 c3 a4

なし

A3位 F4位 E3位 C4位 B3位 D4位 G3位 C3位 B4位 E4位 D3位 G4位 F3位 A4位

a1
PK

なし

a2負

c1負 a2負 b2負

【大徳トーナメント】二日市

PK

なし

a3 c2 b1

b2負

c1負

PK

なし

PK

c1 a2 b2
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全試合（15-5-15） 入れ替え時間5分

No. 主審 補助審 No. 主審 補助審

b1

フレ
Gリーグ1位 - Cリーグ1位 本部 本部

a2 Bリーグ1位 - Dリーグ2位 本部 本部 b2 Bリーグ2位 - Eリーグ2位 Gリーグ1位 Cリーグ1位

a3 Eリーグ1位 - Cリーグ2位 Bリーグ1位 Dリーグ2位 b3 Dリーグ1位 - Gリーグ2位 Bリーグ2位 Eリーグ2位

a4 Aリーグ1位 - Fリーグ2位 Eリーグ1位 Cリーグ2位 b4 Aリーグ2位 - Fリーグ1位 Dリーグ1位 Gリーグ2位

a5 a2勝 - Gリーグ1位 Aリーグ1位 Fリーグ2位 b5 b2勝 - Cリーグ1位 Aリーグ2位 Fリーグ1位

a6
フレ

a3負 - a2負 a2勝 Gリーグ1位
b6

フレ
b3負 - b2負 b2勝 Cリーグ1位

a7 a3勝 - a4勝 a3負 a2負 b7 b3勝 - b4勝 b3負 b2負

a8

フレ
a3負 - a4負 a3勝 a4勝

b8

フレ
b3負 - b4負 b3勝 b4勝

a9 a7勝 - a5勝 a3負 a4負 b9 b7勝 - b5勝 b3負 b4負

a10

フレ
a7負 - a5負 a7勝 a5勝

b10

フレ
b7負 - b5負 b7勝 b5勝

a11

フレ
a2負 - a4負 a7負 a5負

b11

フレ
b2負 - b4負 b7負 b5負

b12 a9勝 - b9勝 本部 本部

No. 主審 補助審 No. 主審 補助審

a1

フレ
Gリーグ3位 - Cリーグ3位 本部 本部 b1 Bリーグ3位 - Dリーグ4位 本部 本部

a2 Dリーグ3位 - Gリーグ4位 Gリーグ3位 Cリーグ3位 b2 Fリーグ3位 - Aリーグ4位 Bリーグ3位 Dリーグ4位

a3 Aリーグ3位 - Fリーグ4位 Dリーグ3位 Gリーグ4位 b3 Gリーグ3位 - b１勝 Fリーグ3位 Aリーグ4位

a4 a2勝 - b2勝 Aリーグ3位 Fリーグ4位
b4

フレ
b1負 - c2負 Gリーグ3位 b１勝

a5 c2勝 - a3勝 a2勝 b2勝 b5 当該 当該

a6 c3勝 - a4勝 c2勝 a3勝
b6

フレ
b2負 - a2負 b1負 c2負

a7 a5勝 - b3勝 c3勝 a4勝
b7

フレ
a5負 - b3負 b2負 a2負

a8

フレ
a3負 - b1負 a5勝 b3勝

b8

フレ
c1負 b2負 a5負 b3負

a9 a6勝 - a7勝 本部 本部 b9 当該 当該

No. 主審 補助審

c1 Bリーグ4位 - Eリーグ4位 本部 本部

c2 Eリーグ3位 - Cリーグ4位 Bリーグ4位 Eリーグ4位

c3 Cリーグ3位 - c1勝 Eリーグ3位 Cリーグ4位

c4

フレ
a2負 - c1負 Cリーグ3位 c1勝

c5 当該 当該

c6

フレ
c2負 - a3負 a2負 c1負

c7

フレ
c3負 - a4負 c2負 a3負

B
開始予定時間 対戦 対戦

コート： コート：

開始予定時間

8:30

9:10

9:55

10:40

11:25

8:30

9:10

9:55

10:40

11:25

12:10

12:50

13:35

14:15

15:00

12:10

12:50

13:35

14:15

15:00

15:40

16:20

B

15:40

16:20

コート： コート：

開始予定時間 対戦 対戦

9:00

9:45

開始予定時間

9:00

9:45

10:30

11:15

12:00

12:45

13:30

10:30

11:15

12:00

12:45

13:30

開始予定時間 対戦

9:00

14:55

コート：

＊フレ⇒フレンドリーマッチ

13:30

9:45

10:30

11:15

14:15

トレマ可

トレマ可

トレマ可

12:00

12:45

14:15

14:55
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