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競技委員 塩野 清幸，岡本 稔，村上 典義

☆総務委員長 干野 隆行

(総 務) 稗田，丸山
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《ケンセイＦＣ蟹谷Ｊｒ．創立４０周年記念サッカー大会実施要項》

大会名 『ケンセイＦＣ蟹谷Ｊｒ．創立４０周年記念サッカー大会』

主 旨 日頃交流させていただいている友好チームと本大会を通し，少年少女たちの友情と親睦を

深めると共に，競技力の向上とフェアプレーの精神を養い，健やかな心と身体の育成を図

る。

主 催 ケンセイＦＣ蟹谷 Jr.（蟹谷サッカースポーツ少年団）

主 幹 蟹谷サッカースポーツ少年団 育成会

後 援 富山新聞社

大会日 ≪Ｕ－１２≫ 令和元年 ９月７日（土）～ ９月 ８日（日）

≪Ｕ－ ８≫ 令和元年 ９月８日（日）

会 場 ≪Ｕ－１２≫

９月７日（土）小矢部市若林運動広場 小矢部市西中 209

９月８日（日）小矢部陸上競技場 小矢部市平桜字岡山 200 0766-69−8507

≪Ｕ－ ８≫

小矢部市立蟹谷小学校 小矢部市平桜字岡山 80 （参考 0766-69-8353）

開会式 実施しません

閉会式 実施しません

表彰式 試合終了後，該当チームと選手で行います。

参加資格 小学６年生以下で構成されたチーム（スポーツ傷害保険に加入していること）

競技形式 ８人制

競技規則 ２０１８／２０１９ 日本サッカー協会サッカー競技規則を準用する。

※ 使用球はサッカー４号球を使用する。

※ ＰＫ戦は，決勝戦を除き、１人目からサドンデスとする。

※ 警告の累積は３枚で次の１試合は出場出できない。又，試合で退場を命じられた選手

は，次の１試合に出場できない。

※ ユニフォームは統一されたものを着用し，スネ当ては必ずつけること。

※ ベンチ入り選手の人数はフリーとする。

※ 違反行為，反スポーツ的行為等については，審判からの報告に基づき規律委員会で

裁定し処置する。

試合方法 ≪Ｕ－１２≫

１６チームを Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄの４ブロックに分け、予選リーグを行う。

各ブロックの１位と２位で決勝トーナメントにより順位を決める。また，３位と４位で順位トー

ナメントにより順位を決める。

≪Ｕ－ ８≫

９チームを Ａ，Ｂ，Ｃの３ブロックに分け、予選リーグを行う。

各ブロックの順位同士で順位リーグにより順位を決める。

試合時間 ≪Ｕ－１２≫

予選リーグ戦 １２分－５分－１２分 （アディッショナルタイムなし）

決勝トーナメント戦 １５分－５分－１５分

順位トーナメント戦 １２分－５分－１２分

≪Ｕ－ ８≫

１０分－５分－１０分



順位決定 ≪Ｕ－１２≫

リーグ戦は、勝ち点合計で順位を決める。 【 勝ち３点、引分け１点、負け０点 】

勝ち点が同じ場合は ①得失点差 ②総得点 ③当該チームどうしの勝敗④抽選で順位を

決定する。

トーナメント戦で同点の場合は，ＰＫ戦(１人目からサドンデス)で勝敗を決める。

但し，決勝戦は５分－５分の延長戦を行い，それでも決しない場合は，３人によるＰＫ戦で

優勝チームを決定する。

≪Ｕ－ ８≫

リーグ戦は、勝ち点合計で順位を決める。 【 勝ち３点、引分け１点、負け０点 】

勝ち点が同じ場合は ①得失点差 ②総得点 ③当該チームどうしの勝敗④抽選で順位を

決定する。

順位リーグで同位の場合は，ＰＫ戦(１人目からサドンデス)で勝敗を決める。

審 判 ２審制で行います。（フットサル形式）

各チームは審判のご協力をお願い致します。

審判服と審判員証の着用をお願いします。

参加費 ≪Ｕ－１２≫ １チーム １０,０００円

≪Ｕ－ ８≫ １チーム ６,０００円

表 彰 ≪Ｕ－１２≫

優 勝 （賞状，トロフィー，メダル）

準優勝 （賞状，楯，メダル）

第三位 （賞状，楯，メダル）

１ 位 （賞状，楯）

２ 位 （賞状，楯）

３ 位 （賞状）

◇個人賞 優秀選手賞 （記念メダル）×各チーム

※記念品を各チーム贈呈します。（Ｕ－１２のみ）

≪Ｕ－ ８≫

優 勝 （賞状，トロフィー，メダル）

準優勝 （賞状，楯，メダル）

第三位 （賞状，楯）

敢闘賞（２位ﾘｰｸﾞ優勝）（賞状，楯）

努力賞（３位ﾘｰｸﾞ優勝）（賞状，楯）

◇個人賞 優秀選手賞 （記念メダル）×各チーム

その他 ◇大会中の傷害事故については，大会本部において応急処置を行いますが，その後

の処置につきましては責任を負いませんので，所属チームにおいて責任をもって処置を

お願い致します。

◇駐車場が狭いので乗り合わせでお願いします。

◎ 公共施設利用のマナーを守り，円滑な競技運営に，皆様のご協力をお願い致します。



ケンセイＦＣ蟹谷Ｊｒ．創立４０周年記念サッカー大会

参加チーム一覧表

Ｕ－１２：９月７日（土）小矢部市若林運動広場・９月 ８日（日）：小矢部陸上競技場

チーム名 代表者名 所在地

見附フットボールクラブ 丸山 竜次 新潟県見附市

金津ＪＦＣ 住田 達映 福井県あわら市

中条サッカースポーツ少年団 伊藤 直 石川県河北郡津幡町

ＧＲＡＮＺＡＳ ＦＣ 能登 純平 黒部市

ＦＣ．マルーン 石田 敬真 富山市

桜谷Ｊｒ．サッカークラブ 西野 博 富山市

MOVA OKUKITA FOOT BALL CLUB 川崎 信和 富山市

呉羽ＦＣフォーラス 安井 輸 富山市

小杉南少年フットボールクラブ 倉持 敏幸 射水市

小杉サッカークラブ 池田 真 射水市

中田ＪＦＣ 岩田 明 高岡市

成美サッカースポーツ少年団 田中 智 高岡市

福光サッカースポーツ少年団 土居 秀彦 南砺市

ホクショーＦＣ 村川 貢二 砺波市

津沢サッカースポーツ少年団 嶋田 和也 小矢部市

ケンセイＦＣ蟹谷Ｊｒ． 橋本 信之 小矢部市

Ｕ－８： ９月 ８日（日）：小矢部市立蟹谷小学校

チーム名 代表者名 所在地

ＪＫキッズなめりかわ 中山 芳雄 滑川市

ＦＣ．マルーン 石田 敬真 富山市

MOVA OKUKITA FOOT BALL CLUB 川崎 信和 富山市

大久保少年サッカークラブ 栗山 邦彦 富山市

小杉サッカークラブ 池田 真 射水市

ＦＣ ＣＡＭＰＩＯＮＥ福岡 大島 清久 高岡市

大谷サッカースポーツ少年団 奥井 吉弘 小矢部市

石動サッカースポーツ少年団 福田 隆雄 小矢部市

ケンセイＦＣ蟹谷Ｊｒ． 橋本 信之 小矢部市


