
    

    

    

    

    

                                            

                                                                            ※※※※    昨年度昨年度昨年度昨年度のののの熱戦熱戦熱戦熱戦のののの様子様子様子様子    

    

    

開催日開催日開催日開催日        ２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年９９９９月月月月１１１１5555 日日日日（（（（土土土土））））    

                            予備日予備日予備日予備日    ９９９９月月月月 16161616 日日日日（（（（日日日日））））    

会会会会    場場場場        セキショウ・チャレンジスタジアムセキショウ・チャレンジスタジアムセキショウ・チャレンジスタジアムセキショウ・チャレンジスタジアム    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

主主主主    催催催催        つくばつくばつくばつくば市市市市スポーツスポーツスポーツスポーツ少年団少年団少年団少年団サッカーサッカーサッカーサッカー部部部部 
主主主主    管管管管        つくばつくばつくばつくば市市市市サッカーサッカーサッカーサッカー協会協会協会協会Ｕ－Ｕ－Ｕ－Ｕ－１２１２１２１２委員会委員会委員会委員会 
後後後後    援援援援        関彰商事株式会社関彰商事株式会社関彰商事株式会社関彰商事株式会社 

        つくばつくばつくばつくば市教育委員会市教育委員会市教育委員会市教育委員会 
                    社団法人社団法人社団法人社団法人つくばつくばつくばつくば青年会議所青年会議所青年会議所青年会議所 
協協協協    賛賛賛賛        サントリーフーズサントリーフーズサントリーフーズサントリーフーズ株式会社株式会社株式会社株式会社 



ＪＣＪＣＪＣＪＣカップカップカップカップＵ－Ｕ－Ｕ－Ｕ－１０１０１０１０サッカーサッカーサッカーサッカー大会大会大会大会２０１２２０１２２０１２２０１２    大会要項大会要項大会要項大会要項    

 

  目 的  子供達、父兄、サッカー指導者及び大会関係者が、この大会を通じて「リスペ 

クト」（大切に思うこと）な気持ちで行動するとともに、色々な形で参加するこ 

とによって、明日に向かってみんなでチャレンジすることを目的とします。 

 

開催日  平成２４年９月１5 日（土）  ※予備日９月１６日（日） 

        ◆雨天時は、下記つくば市サッカー協会Ｕ-12 委員会ホームページに、 

朝６時３０分頃に実施か否かを掲載します。 

「つくばＵ-12 サッカー情報」 http://tsukuba-u12.seesaa.net/ 

 

  会 場  セキショウ・チャレンジスタジアム（つくば市山木 1565） 

        ◆別紙会場図参照 

 

  参加費  １チームにつき 3,000 円 

 

  当日のスケジュール（天候等により変更となる場合があります。） 

        ８：００  受付開始（本部） 

        ８：２０  監督ミーティング（メインスタンド前グラウンド） 

        ８：３０  開会式 

        ９：００  午前の部（リーグ戦）試合開始 

       １２：００  午前の部（リーグ戦）終了 

       １２：３０  午後の部（順位別トーナメント戦）開始 

       １６：１０  午後の部（順位別トーナメント戦）終了 

       １６：２０  閉会式（表彰式） 

 

要 項  （１）Ｕ-10（小学 4 年生以下）を対象とします。 

（２）24 チームを 8 ブロックに分けて、午前の部はリーグ戦で順位（1 位・ 

2 位・3 位）を決め、午後は順位別トーナメント戦を行います。 

（３）試合時間は、10 分―3 分―10 分、ランニングタイムで行います。 

午前の部のリーグ戦は、本部の笛により４コート同時開始・終了としま 

す。次のゲームの審判・各チームは試合前までに所定のコートサイドに 

集合し、待機して下さい。 

（４）勝敗は、午前中のリーグ戦は勝点（勝ち 3 点、負け 0 点、引分 1 点）、 

得失点差、総得点、当該チームの対戦成績の順で順位を決定します。 

それでも決しない場合は抽選とします。 

午後の順位別トーナメント戦は、同点の場合は 3 対 3（4 人目からは 

サドンデス）のＰＫ戦で勝敗を決定しますが、決勝戦のみ 5 分―5 分 

（ハーフタイムなし）の延長戦を行い、それでも決しない場合は、3 対 

3（4 人目からはサドンデス）のＰＫ戦で勝敗を決定します。 

（５）試合球は、日本サッカー協会公認 4 号球を使用し、各チーム持ち寄り 

とします。 

（６）試合ルールは、2012 日本サッカー協会競技規則に準ずることとしま 



すが、以下は本大会ローカルルールとします。 

・オフサイドはなし。 

・競技人数は 7 人（ＧＫを含む）。 

・交代は自由。フットサル形式で一度退いた選手も再出場は可能。 

交代エリアで選手同士がタッチすれば、審判の了解なしに交代でき 

る。ただし、コート内に 8 人以上が入らないようにする。 

・キックオフゴールはなし。 

キックオフのボールが直接ゴールした場合は、相手方ゴールキック 

で再開する。 

・フリーキック時は、守備側選手は 6m 以上離れる。 

・タッチラインを割った時は、スローインで再開する。 

・ゴールキックはありとするが、6 秒ルールはなし。 

・ユニフォームは、正・副 2 式用意することが望ましいが、支障があ 

る場合は、ビブスでもよいこととします。（ＧＫユニフォームも同 

じ）。すね当ては必ず着用すること。 

（７）審判は、主審、副審各 1 名とし、審判服を着用して下さい。 

フットサル形式の審判方法としますが、審判がコート内に入ることは可 

能です。 

（８）警告、退場があった場合は、次の試合への累積はなしとします。 

（９）グラウンドへの引率は、監督・コーチを含め 3 人以内とします。 

（10）コートは、40m×25m を 4 面使用します。（別紙ピッチ図参照） 

ゴールは、フットサル用ゴールを使用します。 

（11）グラウンド内では、水、お茶等の無糖の飲料のみとします。 

（12）試合の観戦は、スタンドでお願いします。 

 

表 彰  優勝、準優勝、3 位（2 チーム）、優秀賞（4 チーム）、敢闘賞（2 チーム）、 

       チャレンジ賞（各チーム 1 名）、参加賞（各チーム） 

 

  注 意  ・駐車場は、ウェルネスパーク入口門を入って直ぐ左のサッカー場用駐車場に 

        駐車して下さい。 

         ◆サッカー場上の駐車場は、ヘルスプラザ利用者用の駐車場ですので、 

          サッカー関係者は駐車しないで下さい。 

          ただし、サッカー場用駐車場が満車になった場合は、スポーツフィール

ド奥の芝生広場臨時駐車場に、奥から順に駐車して下さい。 

       ・参加者は、必ず 2012 年スポーツ安全保険に加入済であること。 

       ・ウェルネスパーク内は、喫煙場所（ヘルスプラザ前バスロータリーに設置）

以外での喫煙は全面禁止です。 

 

  お問合わせ・緊急連絡先 

         ◆つくば市サッカー協会Ｕ-12 委員会事務局（西村） 

           事前お問合せ ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：  tsukuba.u12@gmail.com 

◆ 緊急時または当日の連絡先（寺口） 

  携帯電話：  090-4125-6307 



ブロック組合せブロック組合せブロック組合せブロック組合せ

１　コート１　コート１　コート１　コート ２　コート２　コート２　コート２　コート ３　コート３　コート３　コート３　コート ４　コート４　コート４　コート４　コート

二の宮

並木

ＨＨＨＨ
桜南 二の宮 並木

桜南

東光台

桜Ａ

Ｇ
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つくばｽﾎﾟｰﾂ
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竹園東
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吉沼Ａ
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吾妻Ａ

ＡＡＡＡ

MAENO

高崎

ｻﾝﾀﾞｰｽﾞ 大穂ﾊﾟﾙｾﾝﾃ 北条

ＪＣカップＵ-１０サッカー大会２０１２　　午前の部（予選リーグ）

‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐

・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ⇒ 審判欄　左：主審、右：副審

‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐

・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・

‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐
※当日のスケジュール※当日のスケジュール※当日のスケジュール※当日のスケジュール

・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ 受付開始

‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐
監督ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ 開会式

‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐
試合開始

・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ↓

‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐
↓

・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ 閉会式

※開始・終了の笛は統一※開始・終了の笛は統一※開始・終了の笛は統一※開始・終了の笛は統一
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手代木Ａ
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桜南

つくばJrつくばJrつくばJrつくばJr 大穂東大穂東大穂東大穂東
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８：３０８：３０８：３０８：３０

試合日程　（試合時間　１０分－３分－１０分、ランニングタイム）試合日程　（試合時間　１０分－３分－１０分、ランニングタイム）試合日程　（試合時間　１０分－３分－１０分、ランニングタイム）試合日程　（試合時間　１０分－３分－１０分、ランニングタイム）

10：３０～10：３０～10：３０～10：３０～

審判

高崎 吉沼Ａ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ 閉会式
つくばｽﾎﾟｰﾂ １６：２０１６：２０１６：２０１６：２０竹園東 吉沼Ｂ 茎崎大穂ﾊﾟﾙｾﾝﾃ 北条審判 高崎 吉沼Ａ



１２：３０～ ① ② ③ ④

Ａ１位Ａ１位Ａ１位Ａ１位
----

B１位B１位B１位B１位 C１位C１位C１位C１位
----

D１位D１位D１位D１位 Ａ２位Ａ２位Ａ２位Ａ２位
----

B２位B２位B２位B２位 C２位C２位C２位C２位
----

D２位D２位D２位D２位

Ａ３位 ・・・・ B３位 C３位 ・・・・ D３位 E１位 ・・・・ F１位 G１位 ・・・・ Ｈ１位

１３：００～ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Ａ３位Ａ３位Ａ３位Ａ３位
----

B３位B３位B３位B３位 C３位C３位C３位C３位
----

D３位D３位D３位D３位 E１位E１位E１位E１位
----

F１位F１位F１位F１位 G１位G１位G１位G１位
----

Ｈ１位Ｈ１位Ｈ１位Ｈ１位

Ａ１位 ・・・・ B１位 C１位 ・・・・ D１位 Ａ２位 ・・・・ B２位 C２位 ・・・・ D２位

1３：３０～ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

E２位E２位E２位E２位
----

F２位F２位F２位F２位 G２位G２位G２位G２位
----

Ｈ２位Ｈ２位Ｈ２位Ｈ２位 E３位E３位E３位E３位
----

F３位F３位F３位F３位 G３位G３位G３位G３位
----

Ｈ３位Ｈ３位Ｈ３位Ｈ３位

①の勝者 ・・・・ ②の勝者 ①の敗者 ・・・・ ②の敗者 ③の勝者 ・・・・ ④の勝者 ③の敗者 ・・・・ ④の敗者

1111

※審判欄　左：主審、右：副審※審判欄　左：主審、右：副審※審判欄　左：主審、右：副審※審判欄　左：主審、右：副審

ＪＣカップＵ-１０サッカー大会２０１２ 　午後の部（順位別トーナメント）　試合日程ＪＣカップＵ-１０サッカー大会２０１２ 　午後の部（順位別トーナメント）　試合日程ＪＣカップＵ-１０サッカー大会２０１２ 　午後の部（順位別トーナメント）　試合日程ＪＣカップＵ-１０サッカー大会２０１２ 　午後の部（順位別トーナメント）　試合日程

１　コート１　コート１　コート１　コート ２　コート２　コート２　コート２　コート ３　コート３　コート３　コート３　コート ４　コート４　コート４　コート４　コート

2試合目の各チーム

4試合目の各チーム

2222

3333

対戦

審判

対戦

審判

対戦

審判

1試合目の各チーム

①の勝者 ・・・・ ②の勝者 ①の敗者 ・・・・ ②の敗者 ③の勝者 ・・・・ ④の勝者 ③の敗者 ・・・・ ④の敗者

1４：００～ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯

①の勝者①の勝者①の勝者①の勝者
----

②の勝者②の勝者②の勝者②の勝者 ①の敗者①の敗者①の敗者①の敗者
----

②の敗者②の敗者②の敗者②の敗者 ③の勝者③の勝者③の勝者③の勝者
----

④の勝者④の勝者④の勝者④の勝者 ③の敗者③の敗者③の敗者③の敗者
----

④の敗者④の敗者④の敗者④の敗者

E２位 ・・・・ F２位 G２位 ・・・・ Ｈ２位 E３位 ・・・・ F３位 G３位 ・・・・ Ｈ３位

１４：３０～ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳

⑤の勝者⑤の勝者⑤の勝者⑤の勝者
----

⑥の勝者⑥の勝者⑥の勝者⑥の勝者 ⑤の敗者⑤の敗者⑤の敗者⑤の敗者
----

⑥の敗者⑥の敗者⑥の敗者⑥の敗者 ⑦の勝者⑦の勝者⑦の勝者⑦の勝者
----

⑧の勝者⑧の勝者⑧の勝者⑧の勝者 ⑦の敗者⑦の敗者⑦の敗者⑦の敗者
----

⑧の敗者⑧の敗者⑧の敗者⑧の敗者

⑨の勝者 ・・・・ ⑩の勝者 ⑨の敗者 ・・・・ ⑩の敗者 ⑪の勝者 ・・・・ ⑫の勝者 ⑪の敗者 ・・・・ ⑫の敗者

１５：００～ 21 22 23 24

⑨の勝者⑨の勝者⑨の勝者⑨の勝者
----

⑩の勝者⑩の勝者⑩の勝者⑩の勝者 ⑨の敗者⑨の敗者⑨の敗者⑨の敗者
----

⑩の敗者⑩の敗者⑩の敗者⑩の敗者 ⑪の勝者⑪の勝者⑪の勝者⑪の勝者
----

⑫の勝者⑫の勝者⑫の勝者⑫の勝者 ⑪の敗者⑪の敗者⑪の敗者⑪の敗者
----

⑫の敗者⑫の敗者⑫の敗者⑫の敗者

⑤の勝者 ・・・・ ⑥の勝者 ⑤の敗者 ・・・・ ⑥の敗者 ⑦の勝者 ・・・・ ⑧の勝者 ⑦の敗者 ・・・・ ⑧の敗者

１５：３０～ 決勝

⑬の勝者⑬の勝者⑬の勝者⑬の勝者
----

⑲の勝者⑲の勝者⑲の勝者⑲の勝者

6試合目の各チーム

対戦

審判

3試合目の各チーム

4444

5試合目の各チーム

5555

対戦

対戦

審判

対戦

審判

6666

7777

本部

審判



トロフィー授与 １位グループ１位グループ１位グループ１位グループ

２位グループ２位グループ２位グループ２位グループ

⑲⑲⑲⑲

Ｈ１位G１位

⑳⑳⑳⑳

21212121

優勝優勝優勝優勝

決勝決勝決勝決勝

⑬⑬⑬⑬

③③③③ ④④④④ ⑨⑨⑨⑨

⑭⑭⑭⑭

⑧⑧⑧⑧

Ａ１位 B１位 C１位 D１位 E１位 F１位

①①①① ②②②② ⑦⑦⑦⑦

⑩⑩⑩⑩

午後の部（順位別トーナメント）　　対戦表午後の部（順位別トーナメント）　　対戦表午後の部（順位別トーナメント）　　対戦表午後の部（順位別トーナメント）　　対戦表

⑮⑮⑮⑮

３位グループ３位グループ３位グループ３位グループ

Ｈ２位

Ｈ３位

G２位

G３位

⑤⑤⑤⑤ ⑥⑥⑥⑥ ⑪⑪⑪⑪

Ａ２位 B２位 C２位 D２位 E２位

⑫⑫⑫⑫

E３位 F３位

F２位

⑯⑯⑯⑯

Ａ３位 B３位 C３位 D３位

⑰⑰⑰⑰

⑱⑱⑱⑱ 24242424

22222222

23232323



１２：３０～ ① ② ③ ④

---- ---- ---- ----

・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・

１３：００～ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

---- ---- ---- ----

・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・

1３：３０～ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

---- ---- ---- ----

・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・

4試合目の各チーム

2試合目の各チーム

3333

対戦

審判

ＪＣカップＵ-１０サッカー大会２０１２　　午後の部（順位別トーナメント）　試合日程ＪＣカップＵ-１０サッカー大会２０１２　　午後の部（順位別トーナメント）　試合日程ＪＣカップＵ-１０サッカー大会２０１２　　午後の部（順位別トーナメント）　試合日程ＪＣカップＵ-１０サッカー大会２０１２　　午後の部（順位別トーナメント）　試合日程

※審判欄　左：主審、右：副審※審判欄　左：主審、右：副審※審判欄　左：主審、右：副審※審判欄　左：主審、右：副審

１　コート１　コート１　コート１　コート ２　コート２　コート２　コート２　コート ３　コート３　コート３　コート３　コート ４　コート４　コート４　コート４　コート

2222

対戦

審判

1試合目の各チーム

1111

対戦

審判

・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・

1４：００～ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯

---- ---- ---- ----

・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・

１４：３０～ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳

---- ---- ---- ----

・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・

１５：００～ 21 22 23 24

---- ---- ---- ----

・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・

１５：３０～ 決勝

----

6試合目の各チーム

7777

対戦

審判 本部

5555

対戦

審判

6666

対戦

審判

5試合目の各チーム

4444

対戦

審判

3試合目の各チーム



　ＪＣカップＵ-１０サッカー大会　ピッチ図　ＪＣカップＵ-１０サッカー大会　ピッチ図　ＪＣカップＵ-１０サッカー大会　ピッチ図　ＪＣカップＵ-１０サッカー大会　ピッチ図

メインスタンド

通

路

セキショウ・チャレンジスタジアム

通路

大会本部

通路

入口

通

路

バックスタンド

１１１１ ２２２２

４４４４ ３３３３

ｾｷｼｮｳ･ﾁｬﾚﾝｼﾞｽﾀｼﾞｱﾑｾｷｼｮｳ･ﾁｬﾚﾝｼﾞｽﾀｼﾞｱﾑｾｷｼｮｳ･ﾁｬﾚﾝｼﾞｽﾀｼﾞｱﾑｾｷｼｮｳ･ﾁｬﾚﾝｼﾞｽﾀｼﾞｱﾑ

サッカー場用駐車場サッカー場用駐車場サッカー場用駐車場サッカー場用駐車場

つくばウェルネスパーク入口つくばウェルネスパーク入口つくばウェルネスパーク入口つくばウェルネスパーク入口

ヘルスプラザ利用者用ヘルスプラザ利用者用ヘルスプラザ利用者用ヘルスプラザ利用者用

駐車エリア駐車エリア駐車エリア駐車エリア

ｻｯｶｰ関係者駐車禁止！ｻｯｶｰ関係者駐車禁止！ｻｯｶｰ関係者駐車禁止！ｻｯｶｰ関係者駐車禁止！

つくばウェルネスパーク全体図つくばウェルネスパーク全体図つくばウェルネスパーク全体図つくばウェルネスパーク全体図

ｾｷｼｮｳ・ﾁｬﾚﾝｼﾞｽﾀｼﾞｱﾑｾｷｼｮｳ・ﾁｬﾚﾝｼﾞｽﾀｼﾞｱﾑｾｷｼｮｳ・ﾁｬﾚﾝｼﾞｽﾀｼﾞｱﾑｾｷｼｮｳ・ﾁｬﾚﾝｼﾞｽﾀｼﾞｱﾑ

サッカー関係者は、この駐車場に駐サッカー関係者は、この駐車場に駐サッカー関係者は、この駐車場に駐サッカー関係者は、この駐車場に駐

車して下さい。車して下さい。車して下さい。車して下さい。

サッカー場用駐車場が満車サッカー場用駐車場が満車サッカー場用駐車場が満車サッカー場用駐車場が満車

になった場合は、このエリアになった場合は、このエリアになった場合は、このエリアになった場合は、このエリア

の奥から順に駐車して下さの奥から順に駐車して下さの奥から順に駐車して下さの奥から順に駐車して下さ

ウェルネスパーク内では、指定喫煙場所以外は全ウェルネスパーク内では、指定喫煙場所以外は全ウェルネスパーク内では、指定喫煙場所以外は全ウェルネスパーク内では、指定喫煙場所以外は全

面禁煙です。面禁煙です。面禁煙です。面禁煙です。

●

喫煙ｺｰﾅｰ
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