
日時： 平成26年２月22日（土）

会場： こまつドーム

協賛： スーパースポーツゼビオ　フェアモール松任店

後援： 北陸中日新聞

運営協力： コマツ南部FC

小松北ＦＣ主催

スーパースポーツゼビオカップ　2014
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各クラブ（団）関係者　　様 平成26年2月吉日
小松北フットボールクラブ
代表・徳田　裕造

【目 　的】 冬場に試合の少ない子供達に、トレーニング成果の発揮場所を与えると共に

同世代の仲間との交流をはかり、心身の健全な育成につなげることが出来れば

ありがたいと考えております。

【主   催】 小松北フットボールクラブ

【協   賛】 スーパースポーツゼビオ　フェアモール松任店

【後   援】 北陸中日新聞

【運   営】 小松北フットボールクラブ保護者会

【日　 時】 平成26年 2月22日 (土）　

【会　 場】 こまつドーム 石川県小松市林町ほ5番
 Tel　0761－43－1677


８：30開場     ９：30試合開始

【 参加費 】 １チーム　　1２,000円　（当日、本部受付にて徴収いたします。）

【カテゴリー】 Ｕ11　（現5年生主体であること）

【 参加資格 】 ①常時指導しうる責任ある指導者のいるチームであること

②スポーツ保険に加入している者

③正・副２種類のユニフォームを用意すること（副ユニフォーム・GKはビブス可）

④施設注意事項などを必ず守るチームであること

【参加チーム】 （富山県） エヌスタイルフットボールクラブ

全１2チーム 大久保少年サッカークラブ

（石川県）　　　太白台FCスポーツ少年団

星稜ジュニアサッカークラブ

F.C Feliz スポーツ少年団

デランテロFA

額サッカースポーツ少年団

菊川フットボールジュニア　　

美川FCジュニア

コマツ南部FC

小松北フットボールクラブ　レッド

小松北フットボールクラブ　ホワイト　　　　　　　　　　　　　　　　

スーパースポーツゼビオカップ　2014　　Ｕ－11

大　　会　　要　　項



【開閉会式】 ・開会式は行いません。各チーム第１試合に間に合うよう来場ください。

   閉会式（表彰式）は全日程終了後に行います。

【表   彰】 ・1位トーナメント上位3チーム　2・3位トーナメントの優勝チーム

【競技規則】 ・日本サッカー協会『８人制サッカー競技規則』に準じる。

　①コートサイズ：６８ｍ×４５ｍ　

　②競技人数 ： ８人制としチームの競技者のうちの1人はゴールキーパーである。 　

　③使用ボール：４号ボールを使用。

    （当方にて準備したボールを使用）

　④競技時間：１２分－5分－１２分

　　　　　　　トーナメントではPK戦で勝敗を決する場合がありうるので多少の

　　　　　　　試合開始の遅れが発生する可能性があります。

　⑤試合方法：３チームによる予選リーグ戦を行う。各リーグの順位ごとのトーナ   　

　　　　　　　メント戦により順位を決定。

　⑥順位決定：①勝点（勝３点・引分１点・負０点）　②得失点差　③総得点　  

　　　　　　　④当該チーム対戦成績　⑤キャプテンによるジャンケンにて決定する。　

　　　　　　　トーナメントにおいて同点の場合は、１人によるＰＫ戦にて勝敗を

　　　　　　　決定する。但し決勝、3決は３人によるPK戦

 　　 　　　　 1人目及び３人目で勝敗が決定しない場合は、以降サドンデスとする。

　⑦除外事項：反則の累積適用は除外とする。　

・選手は、全員すねあてを着用ください。ネックウォーマーは使用禁止。

・メンバーチェックは行いませんが、試合開始２分前までに各コート横で

　待機してください。

・ユニフォームが同系色の場合は当該チームの話し合いにて決定してください。

・試合間隔が短いため、入退場がスムーズに行えるよう、試合前の円陣、試合後の

　ベンチへの挨拶は省略ください。ご協力をお願いします。

【選手交代】 ・選手交代はいつでも可とします。再出場もできます。

　①交代ゾーンで行う　

　②フィールドプレイヤー同士の交代はインプレー中、アウトオブプレー中

　　かかわらず主審に告げることなく交代できる。

　③ゴールキーパーの交代は主審の承諾を得て、試合の停止中に行う

　④交代する競技者がピッチの外に出てからピッチに入る

【審   判】 ・審判は主審１人、副審２人の３人制とします。対戦表に割り当てが記載されています。

・試合前に主審は本部に審判カードを取りに来て試合終了後は審判カードにて報告

　するようお願いします。

・審判資格／審判服は問いません。

　但し選手と区別できる服装でお願いします。



【 その他 】 ・駐車場に制限が有りますので、極力乗り合わせでお願いいたします。

・スパイクは固定式のみ使用可です。

・施設内は試合会場以外スパイク禁止ですのでご注意ください。

・所定場所以外での飲食・喫煙はご遠慮ください。

・貴重品の盗難につきましては、一切の責任を負いませんのでご了承ください。

　また、事故・怪我等の発生につきましても、主催者及び施設側は一切の責任は

　負いません。

・試合と試合の入れ替えをスムーズにしスケジュールが円滑に進むようにご協力

　下さい。

・当日は、施設利用時間が決められておりスムーズに試合が進まない場合は

　間の短縮等での調整を考えています。

【大会事務局】 ～小松北フットボールクラブ～

Ｕ11 保護者会会長 魚住　幸司

携帯℡ 090-5684-1993

Ｕ11 運営担当 岡野　仁

携帯℡ 090-2837-6116

【会場地図】

やわたメディカルセンター 小松市八幡町イ12-7

0761（21）1555

【緊急病院】

森田病院（整形外科）

南加賀救急センター（小児内科）

小松市民病院

0761（23）0099

0761（22）7111

小松市園町　ホ99-1

小松市向本折町ホ-60

小松市向本折町ホ-60

0761（47）1212
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【　予　選　リ　ー　グ　】

Ａ　グループ 小松北レッド 菊　川 太白台 勝点 失点 差 順位

小松北レッド #REF! #REF!

得点

#REF! #REF! #REF!

菊　川 #REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

太白台 #REF!

美　川 コマツ南部 デランテロ 勝点 得点

#REF!#REF!

失点 差 順位

美　川 #REF! #REF!

Ｂ　グループ

#REF! #REF! #REF!

コマツ南部 #REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

デランテロ #REF!

小松北ホワイト 星　稜 エヌスタイル 勝点 得点

#REF!#REF!

失点 差 順位

小松北ホワイト #REF! #REF!

Ｃ　グループ

#REF! #REF! #REF!

星　稜 #REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

エヌスタイル #REF!

Feliz 額 大久保 勝点 得点

#REF!#REF!

失点 差 順位

Feliz #REF! #REF!

Ｄ　グループ

#REF! #REF! #REF!

額 #REF! #REF!

大久保 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!



【　決　勝　ト　ー　ナ　メ　ン　ト　】
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A1位 B1位 C1位 D1位

決勝

3決

Ａ９ Ｂ９

Ｂ８

3決

決勝

A３位 Ｂ３位 C３位

決勝

A２位 Ｂ2位 C２位

Ａ８

D３位

D2位

3決

Ａ７ Ｂ７

Ａ10

１位トーナメント

２位トーナメント

３位トーナメント

Ｂ10

Ａ１１

Ｂ１１

Ａ１２

Ｂ１２



【　ス　ケ　ジ　ュ　ー　ル　】
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１ 9:30 VS

VS２ 10:05 Ａ２

Ａ１ 小松北R 美川

額 大久保

13:50 Ａ８ Ｂ８VS VS

13:15 Ａ７ エヌスタイル

Ｎｏ 時間 カテゴリー 対戦カード 主審 副審

菊川 本部 本部

主審 副審

コマツ南部

本部 本部

ピッチA ピッチB

カテゴリー 対戦カード

VS

Ｂ２ 額 美川

コマツ南部Ｂ１

エヌスタイル

Ｂ３

大久保

デランテロ

小松北W VS

VS 小松北W 太白台

VS 小松北R

Ｆeliz星稜 小松北R 菊川

Ｂ４

３ 10:40

４ 11:15 Ａ４ 小松北R

小松北W 星稜Ａ３ 太白台

VS Ｆeliz デランテロ 美川

５ 11:50 Ａ５ 菊川 VS 大久保 Ｆeliz

６ 12:25 Ａ６ 星稜 VS

太白台 エヌスタイル 小松北W Ｂ５ コマツ南部 VS

大久保菊川 太白台

デランテロ

VS 星稜
Ｄ３位

休　　　憩

エヌスタイル VS

Ｂ７ VS

９ 14:25 Ａ９ VSＢ９

７
Ａ３位 Ｂ３位

Ｂ２位 A7勝 A7負 Ｃ２位

Ｂ６ 額

Ｂ１位 A8勝 A8負 Ｃ１位
VS

B9勝A9負A9勝Ｂ７勝
VSＢ10VS

Ｂ８負 B10勝

B9負

B7勝 B7負Ｄ２位

B8勝 B8負

Ｂ７負

Ｄ１位

コマツ南部 デランテロ

Ｂ９負

VS 美川 Ｆｅｌｉｚ 額

B11勝 B11負

B10負

Ａ９負

A10勝 A10負

Ｃ３位

１２ 16:10
Ａ９勝

Ａ７負
１０ Ａ10

Ａ８勝
１１

Ａ７勝

13:00

Ａ１位

８
Ａ２位

15:00

Ｂ12

15:35

Ｂ９勝 A11勝 A11負

Ｂ８勝

M E M O

Ａ11 VS Ｂ11 VS

Ａ12 VS VS

閉　会　式

Ａ８負


