金沢城北Ｆ・Ｃジュニアサッカー大会

開催日：平成２８年 ７月３０日（土）
７月３１日（日）

会 場：金沢市城北市民運動公園 （金沢市磯部町地内）
スポーツ交流広場（U11 カテゴリー）
少年人工芝コート（U10 カテゴリー）
本田圭佑クライフコート（U9 カテゴリー）

後 援：北國新聞社

大会要項
１．大 会 名 ： 金沢城北 F・C ジュニアサッカー大会 「城北カップ」
２．主
催 ： 金沢城北 F・C
３．後
援 ： 北國新聞社
４．日
時 ： 平成２８年７月３０日（土）
９時００分～
３１日（日）
８時３０分～
５．会
場 ： 金沢城北市民運動公園 （金沢市磯部町地内）
本田圭佑クライフコートおよび少年人工芝コート、スポーツ交流広場
６．参 加 団 （順不同）
(1)．石動サッカースポーツ少年団（富山県）
Ｕ１０
(2)．速星少年サッカークラブ（富山県）
Ｕ１０、U９
(3)．保内少年サッカークラブ（富山県）
Ｕ１０
(4)．アカシアサッカースポーツ少年団（金沢北部）
U１１、Ｕ１０
(5)．安宅スポーツ少年サッカークラブ（加賀）
Ｕ１１
(6)．内灘 FC ジュニア（口能登）
Ｕ１１
(7)．河北台サッカークラブスポーツ少年団（中能登）
Ｕ１０、U９
(8)．兼六フットボールクラブ（金沢南部）
Ｕ９
(9)．大徳サッカースポーツ少年団（金沢西部）
Ｕ１１、Ｕ９
(10)．高松少年サッカークラブ（中能登）
Ｕ１１、Ｕ１０
(11)．中条サッカースポーツ少年団（口能登）
Ｕ１０
(12)．ディスフルート（金沢市）
Ｕ１１、Ｕ９
(13)．テイヘンズＦ・Ｃ金沢 U-12（金沢北部）
Ｕ１１、U１０（2 チーム）
、U９
(14)．中村わかばとサッカースポーツ少年団（金沢南部）
U１０、Ｕ９
(15)．Ｆ．Ｃ Ｆｅｌｉｚスポーツ少年団（金沢西部）
Ｕ１０
(16)．ブルーラグーン（金沢市）
Ｕ１１
(17)．ＦＣ 北陸 U-12（金沢南部）
U１１、Ｕ１０、U９
(18)．北陽サッカースポーツ少年団（白山）
Ｕ１１、U１０
(19)．松任中央サッカースポーツ少年団（白山）
U１０
(20)．森本サッカースポーツ少年団（金沢北部）
U１１、U１０、U９
(21)．金沢城北 F・C（金沢北部）
Ｕ１１、Ｕ１０、Ｕ９
７．参加資格 「U-11」と「U-10」と「U-9」の 3 つのカテゴリーの大会を行う。
(1)「U-11」は、小学５年生を主体に構成されたチームであること。
(2)「U-10」は、小学４年生以下で構成されたチームであること。
(3)「U-9」は、小学３年生以下で構成されたチームであること。
(4)「参加チーム」は、掌握指導する責任ある指導者を帯同すること。
(5)「参加チーム」は、審判員を帯同し、審判服着用し指定された試合の審判を行うこと。
(6)「参加選手」は、健康であり、スポーツ安全保険に加入していること。
(7)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。
８．大会形式
「U-11」
１日目は、3 ブロックによるリーグ戦を行い、２日目にリーグ戦結果を考慮した
決勝トーナメント、フレンドリーリーグに進み、順位を決める。
「U-10」
１日目は、4 ブロックによるリーグ戦を行い、２日目にリーグ戦結果を考慮した
決勝トーナメント、フレンドリートーナメントに進み、順位を決める。
「U- 9」
１日目は、2 ブロックによるリーグ戦を行い、２日目にリーグ戦結果を考慮した
決勝リーグ、フレンドリーリーグに進み、順位を決める。

９．競技規則
「U-11」
、「U-10」
大会実施年度の財団法人日本サッカ－協会競技規則(ＪＦＡ８人制サッカー競技規則)による。
「U- 9」
クライフ財団の「ストリートサッカールール(金沢城北カップ大会用)」
（最終ページに参考に
添付）による。
10．競技のフィールド
「U-11」
スポーツ交流広場で長さ６８ｍ、幅５０ｍのコートを使用する。
フリーキック時の壁との距離は７ｍとする。
「U-10」
少年人工芝コートで長さ８０ｍ、幅５０ｍのコートをセンターライン付近で半面コートとし
て、長さ５０ｍ、幅３７ｍとして 2 面のコートを使用する。コートとコートの間は６ｍの隙
間をとる。
「U- 9」
本田圭佑クライフコート（人工芝）専用コートを使用する。
11．試合球
４号公認サッカーボールを使用。
12．競技者の数および交代
(1) 「U-11」は 1 チーム 8 人、
「U-10」は 1 チーム 7 人、
「U-9」は 1 チーム 6 人の競技者に
よって行われる。チームの競技者のうち 1 人はゴールキーパーとする。
(2) 交代要員の制限は設けない。
交代して退いた競技者は交代要員となり、再び出場することができる。
交代の回数も制限しない。
(3) 交代はボールがインプレー中、アウトオブプレー中にかかわらず行うことができる。
（ＧＫの交代のみ事前に主審に通知した上でアウトオブプレー中に行う）
13．競技者の用具
(1) ユニホームは異色のもの 2 着（正・副）を用意すること。
「U-9」のチームでユニホームの揃わない場合は、ビブスでも可とする。
(2) シューズは、取り替え式ポイントのものおよび、アルミポイントのものは使用できない。
(3) 「すね当て」を着用すること。
(4) 安全上、選手の眼鏡使用は禁止とする。なおスポーツゴーグルの使用は認める。
(5) ベンチ入りの選手（交代要員）および指導者は、競技中の相互選手ユニホームと異色の
ビブスまたは上着を着用のこと。
14．審判員
(1) 「U-11」
、
「U-10」は主審、副審の３人制とし、
「U-9」は主審のみの 1 人制とする。
但し、「U-10」のみ該当審判チーム同士で話し合いの後、２人制を採用しても良い。
尚、この場合は大会本部への事前の報告は不要とする。
(2) 主審は、試合開始前に、大会本部席において、審判カードを受け取ること。
(3) 主審は、試合終了後、大会本部席において、審判カードの提出及び、
試合結果を報告すること。
（審判報告書の作成は必要ありません）

15．試合時間
「U-11」
(1) 前半・後半とも 15 分間とし、ハーフタイムのインターバルは 5 分、試合間のインター
バルは 5 分とする。
(2) 規定に時間内に勝敗が決しない場合は、引き分けとする。
(3) トーナメントにおいて同点の場合はＰＫ戦（３人）により勝敗を決定する。
決勝トーナメントの決勝戦も同様に 3 人による PK 戦にて勝敗を決定する。
(4) 暑熱化において、前・後半の中程で各々1 分程度の飲水タイム（ランニングタイム）を
採用する。これによるロスタイム（追加時間）は無いものとする。
人工芝面での飲水は水のみとする。
「U-10」
(1) 前半・後半とも 12 分間とし、ハーフタイムのインターバルは 3 分、試合間のインター
バルは 3 分とする。
(2) 規定に時間内に勝敗が決しない場合は、引き分けとする。
(3) トーナメントにおいて同点の場合はＰＫ戦（１人）により勝敗を決定する。
但し、決勝トーナメントの決勝戦のみ 3 人による PK 戦にて勝敗を決定する。
(4) 暑熱化において、前・後半の中程で各々1 分程度の飲水タイム（ランニングタイム）を
採用する。これによるロスタイム（追加時間）は無いものとする。
人工芝面での飲水は水のみとする。
「U- 9」
(1) 15 分間１本勝負とし、各試合のインターバルは 5 分とする。
(2) 規定の時間内に勝敗が決しない場合は、引き分けとする。
(3) 暑熱化において、中程で 1 分程度の飲水タイム（ランニングタイム）を採用する。
これによるロスタイム（追加時間）は無いものとする。
クライフコート内での飲水は水のみとする。
16．リーグブロック内の順位決定
勝点（勝：３点、引き分け：１点、負：０点）の合計で順位を決定する。ただし、勝点で順
位が決定しない場合は、
得失点差→総得点→当該チームの勝敗→抽選の順に順位を決定する。
17．表彰
(1) チーム表彰
「U-11」：城北カップ

城北リーグ

「U-10」：城北カップ

吉田カップ

1位
2位
3位
1位
2位

トロフィー、表彰状、個人メダル（16 名分）
トロフィー、表彰状
トロフィー、表彰状
トロフィー、表彰状
トロフィー、表彰状

1位
2位
3位
1位
2位

トロフィー、表彰状、個人メダル（16 名分）
トロフィー、表彰状
トロフィー、表彰状
トロフィー、表彰状
トロフィー、表彰状

1位
2位
3位
フレンドリーリーグ 1 位
2位
3位

「U-9」： 城北リーグ

トロフィー、表彰状
表彰状
表彰状
表彰状
表彰状
表彰状

(2) 個人表彰 ： 優秀選手賞（各チームより 1 名選出 全 38 チーム）
（表彰式対象チーム以外は表彰式の出席は不要としますので、代表者の方は賞品を取りに
本部までお越しください。
）
18．経費
(1) 大会参加料は、1 チーム 5,000 円といたします。当日本部にお支払いください。
(2) 大会会場までの交通費等、チームにかかる必要諸経費は各チームの負担とします。
(3) 大会運営経費は、主催者の負担とします。
19．その他
(1) メンバーチェック、ユニホームチェックは行いません。事前に当該チームで確認してく
ださい。
(2) 開会式は行いません。対戦試合、審判担当試合に合わせてください。
(3) 大会中に発生した負傷や疾病等の治療に関することは、各チームの責任で対応してくだ
さい
(4) テントや敷物については、各チームでご用意ください。
(5) 県外チームはテントをご用意します。その他に必要なものは持参ください。
(6) 会場周囲には風を遮るようなものがありません。風の強いことも予想されますので、
事故防止のためテントの固定をお願いいたします。
(7) 喫煙される方は、所定の喫煙場所での喫煙となります。歩行喫煙や喫煙場所以外での喫
煙はできませんのでご協力ください。
(8) 周辺道路への飛び出し、トイレに行くための道路横断の際には十分注意願います。
(9) 各チームで出たゴミは、責任を持ってお持ち帰りください。
(10) 駐車場は台数が限られております。チーム内で出来るだけお乗り合わせの上台数の減車
に努めてください。なお、駐車は車両のダッシュボード等に所属チーム名が分かるよう
に必ず明示の上指定場所にお願いいたします。会場周辺道路での路上駐車は厳禁です。
(11) テント等の資材搬入終了後は所定の駐車場へ移動の上駐車願います。
(12) クライフコート及び人工芝コート内は、水のみでお願いします。テントサイトではお茶
やスポーツドリンクなど自由に飲料としてお使いいただけます。
(13) 火気の使用は公園内につき禁止されております。
(14) 氷を大会開催日の 2 日間ご用意いたします。10 時 00 分ごろにご案内し、本部テントに
て配布いたします。
なお、この氷は飲食できませんので冷やすためのみにご使用ください。
(15) 天然芝生で練習を行う際はスパイク禁止です。アップシューズにて行ってください。
－以上－

