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シックス八潮中央杯Ｕ-12シックス八潮中央杯Ｕ-12シックス八潮中央杯Ｕ-12シックス八潮中央杯Ｕ-12

主催　八潮中央サッカースポーツ少年団

　　　八潮中央親父サッカークラブ



目的 ６人制サッカーの普及と技術向上　指導者　母集団の交流　人数の少ない団体も

参加できる大会の運営を通し近隣のチーム交流を目指します

日にち 平成26年5月6日(火・祝) （予備日はありません）

場所 八潮市鶴ヶ曽根運動広場

主催 八潮中央サッカースポーツ少年団

八潮中央親父サッカークラブ

大会方法 小学校6年生以下で構成されたチーム（スポーツ障害保険に加入されている）

１チーム（６人から１０人を標準とする）

４ブロックリーグ戦（１ブロック５チーム）

各ブロック１，２位による決勝トーナメンﾄ フレンドリーマッチあり

競技方法は別紙記載

審判 各チームによる持ち回り（審判服着用）

開会式 行いません（但し８：３０から全チームによる打ち合わせあり）各チーム1名本部前にお越しください

閉会式 全試合終了後行います

賞品 優勝 賞状 メダル１０個 （メダルが11個以上必要な場合、

準優勝 賞状 メダル１０個 　追加料金が1個あたり1000円かかります。ご了承ください。）

３位 賞状 メダル１０個

４位 賞状

優秀選手賞 各チーム１名

参加チーム

慈恩寺キッカーズ さいたま市 三郷FCJr 三郷市 戸ヶ崎イレブン 三郷市

川柳JFC 越谷市 大相模サッカー 越谷市 FCカーニョ 越谷市

シリウスFC 越谷市 大沢北FC 越谷市 新田FC 草加市シリウスFC 越谷市 大沢北FC 越谷市 新田FC 草加市

瀬崎サッカー 草加市 朝日リボルバー 川口市 石鍋SC 足立区

八潮中央 八潮市

会場注意

駐車場が大変手狭です　乗り合わせでご来場ください

各チーム５台を限度とさせていただきます

駐車はこちらで指定した駐車場へお願いいたします

荷物の積み降ろしの車両のみグランドサイドに駐車としそのほかは指定された場所に

お願いいたします

また車両のダッシュボードに必ず添付された駐車票を提示してください

車の出し入れ時が円滑にできるようご協力ください

洗い物　水くみはトイレで行わないでください　本部でご案内いたします

トイレは土足禁止です　

大会規定

本大会は予選をリーグ戦　決勝はトーナメントにて行います

予選において勝ち点　勝ち３　引き分け１ 負け０とします

本大会において　勝ち点　得失点差　総得点の順番で決します

予選に於いて同点同率同位の場合コイントス　決勝トーナメント引き分けの場合ＰＫ

天候不良　グランドコンデション不良の場合朝６時に決定いたします



６人制サッカールール

本大会においてこども達の「自由な発想に任せた大会」にしたいと考えた大会です

本大会用ルール（ローカルルール）で行います
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25ｍ×35ｍコートで行う　ゴールはハンドボールゴールを使用

人数６人制（１名はゴールキーパーとする）

事情で５名となっても試合は行う　但し５名未満の場合は不成立（試合は行います０－５のスコアーとします）

アウトオブプレイからの再開

プレイの再開はすべて間接フリーキックとする

直接のゴールは認めない（故にキックオフシュートからの得点も認めない）

ラインを割っての再開方法

ラインを割っての再開方法はキックインとする

但し４秒ルールは適用しない（ライン上からの固定も強制しない）

キックインシュート直接ゴールは認められない

その他 キーパーから始まるプレーは、キーパーチャージ以外すべてゴールスローとするその他 キーパーから始まるプレーは、キーパーチャージ以外すべてゴールスローとする

GKのボールを意図的に味方ゴールエリア外に出しての疑似パントキックは反則とする

反則のあった位置から選手５ｍ以上離れて再開する

※オフサイドはとりません

交代 交代は何人でも同じ選手が何回でも交代自由

交代時は主審の許可なくても自由に交代できる

（フィールド上に７人にならぬよう注意ください）

但しゴールキーパーは準備や試合状況に於いて得点に

影響するのでアウトオブプレイで交代とする

複数エントリーチームに於いての選手の重複出場は認めない

時間　　　　予選　８分－２分－８分

決勝トーナメント　８分－２分－８分

※決勝トーナメントのみ、引き分けの場合は順位決めPK3人～で行います

応援 応援は選手指導者ベンチと反対側でお願いいたします

審判　 主審１名で行う　　試合結果は必ず本部まで報告お願いいたします

バックパス　反則としゴールエリアライン中心部から再開する

紳士協定

当市内のスポ少主催大会においては審判へのクレームは一切認めていません

どんな状況においても本部では認めません

審判をされている方も一生懸命です

指導者　ご父兄の審判へのアピールは慎みましょう

また、審判をされる方もベストジャッジをされる事を望みます



予選リーグ

Ａﾌﾞﾛｯｸ（A面) 八潮中央 慈恩寺ｷｯｶｰｽﾞA FCカーニョB 戸ヶ崎EVNB シリウスFCA

Ｂﾌﾞﾛｯｸ（B面) FCカーニョA 新田FC 慈恩寺ｷｯｶｰｽﾞＢ 瀬崎SCA 大沢北FCB

Ｃﾌﾞﾛｯｸ（C面) 戸ヶ崎EVNA 大相模SCB シリウスFCB 三郷FCJr 川柳JFC

Ｄﾌﾞﾛｯｸ（D面) 瀬崎SCB 朝日リボﾙﾊﾞｰ 大相模SCA 大沢北FCA 石鍋SC

対戦 審判 対戦 審判

Ａ面 Ｂ面

9:00 FCカーニョB 戸ヶ崎EVNB 慈恩寺ｷｯｶｰｽﾞA 9:00 慈恩寺ｷｯｶｰｽﾞＢ瀬崎SCA 新田FC

9:25 シリウスFCA 八潮中央 FCカーニョB 9:25 大沢北FCB FCカーニョA 慈恩寺ｷｯｶｰｽﾞＢ

9:50 慈恩寺ｷｯｶｰｽﾞA 戸ヶ崎EVNB シリウスFCA 9:50 新田FC 瀬崎SCA 大沢北FCB

10:15 FCカーニョB 八潮中央 戸ヶ崎EVNB 10:15 慈恩寺ｷｯｶｰｽﾞＢFCカーニョA 瀬崎SCA

10:40 慈恩寺ｷｯｶｰｽﾞA シリウスFCA 八潮中央 10:40 新田FC 大沢北FCB FCカーニョA

11:05 戸ヶ崎EVNB 八潮中央 慈恩寺ｷｯｶｰｽﾞA 11:05 瀬崎SCA FCカーニョA 新田FC

11:30 慈恩寺ｷｯｶｰｽﾞA FCカーニョB シリウスFCA 11:30 新田FC 慈恩寺ｷｯｶｰｽﾞＢ 大沢北FCB

11:55 戸ヶ崎EVNB シリウスFCA FCカーニョB 11:55 瀬崎SCA 大沢北FCB 慈恩寺ｷｯｶｰｽﾞＢ

12:20 八潮中央 慈恩寺ｷｯｶｰｽﾞA戸ヶ崎EVNB 12:20 FCカーニョA 新田FC 瀬崎SCA

12:45 FCカーニョB シリウスFCA 八潮中央 12:45 慈恩寺ｷｯｶｰｽﾞＢ大沢北FCB FCカーニョA

決勝トーナメントおよびフレンドリーマッチ

13:40 ①準々決勝 　予選Aブロック５位 13:40 ②準々決勝 予選Bブロック５位

14:05 Aブロック5位対Dブロック5位 　予選Aブロック2位 14:05 Bブロック5位対Cブロック5位 予選Bブロック2位

14:30 ⑤準決勝 　予選Aブロック4位 14:30 ⑥準決勝 予選Bブロック4位

14:55 ⑦準々決勝負け 　予選Aブロック3位 14:55 ⑧準々決勝負け 予選Bブロック3位

15:20 決勝 　予選Cブロック3位 15:20 3位決定戦 予選Dブロック3位

対戦 審判 対戦 審判

C面 D面

9:00 シリウスFCB 三郷FCJr 大相模SCB 9:00 大相模SCA 大沢北FCA 朝日リボﾙﾊﾞｰ

9:25 川柳JFC 戸ヶ崎EVNA シリウスFCB 9:25 石鍋SC 瀬崎SCB 大相模SCA

9:50 大相模SCB 三郷FCJr 川柳JFC 9:50 朝日リボﾙﾊﾞｰ 大沢北FCA 石鍋SC

10:15 シリウスFCB 戸ヶ崎EVNA 三郷FCJr 10:15 大相模SCA 瀬崎SCB 大沢北FCA

10:40 大相模SCB 川柳JFC 戸ヶ崎EVNA 10:40 朝日リボﾙﾊﾞｰ 石鍋SC 瀬崎SCB

11:05 三郷FCJr 戸ヶ崎EVNA 大相模SCB 11:05 大沢北FCA 瀬崎SCB 朝日リボﾙﾊﾞｰ

11:30 大相模SCB シリウスFCB 川柳JFC 11:30 朝日リボﾙﾊﾞｰ 大相模SCA 石鍋SC

11:55 三郷FCJr 川柳JFC シリウスFCB 11:55 大沢北FCA 石鍋SC 大相模SCA

12:20 戸ヶ崎EVNA 大相模SCB 三郷FCJr 12:20 瀬崎SCB 朝日リボﾙﾊﾞｰ 大沢北FCA

12:45 シリウスFCB 川柳JFC 戸ヶ崎EVNA 12:45 大相模SCA 石鍋SC 瀬崎SCB

決勝トーナメントおよびフレンドリーマッチ

13:40 ③準々決勝 予選Cブロック5位 13:40 ④準々決勝 予選Dブロック5位

14:05 Ａﾌﾞﾛｯｸ４位対Dブロック４位 予選Cブロック2位 14:05 Bブロック４位対Cブロック４位 予選Dブロック2位

14:30 Aブロック3位対Dブロック3位 予選Cブロック4位 14:30 Bブロック3位対Cブロック3位 予選Dブロック4位



Aブロック

カーニョB 戸ヶ崎B シリウスA 勝ち点 得失点差 総得点 順位

Bブロック

カーニョＡ 勝ち点 得失点差 総得点 順位

Cブロック

戸ヶ崎A シリウスB 三郷FCJｒ 川柳JFC 勝ち点 得失点差 総得点 順位

Dブロック

大沢北A 石鍋SC 勝ち点 得失点差 総得点 順位

三郷FCJｒ

慈恩寺Ａ

新田FC

慈恩寺Ａ

大相模B

総失点

総失点

総失点

総失点

大沢北B

戸ヶ崎A

シリウスB

八潮中央

カーニョB

戸ヶ崎B

シリウスA

八潮中央

川柳JFC

新田FC

瀬崎B

慈恩寺B

カーニョA

瀬崎A

朝日リボﾙﾊﾞ 大相模A

瀬崎A 大沢北B慈恩寺Ｂ

大相模B

大沢北A 石鍋SC 勝ち点 得失点差 総得点 順位総失点

朝日リボﾙﾊﾞ

瀬崎B

大相模A

大沢北A

石鍋SC

瀬崎B 朝日リボﾙﾊﾞ 大相模A



決勝トーナメント

A面

B面

　

⑤A面 ⑥B面

②B面 ③C面 ④D面

Ａ１ D２ Ｂ１ C2 Ｃ１ B2 Ｄ１ A2

⑦A面 ⑧B面

開始時間は決まっていますが早めに開始したいと思いますので、該当チームはご協力お願い致します。

決勝戦においてセレモニーが行われます

①A面

決勝戦：入場時のセレモニー　選手紹介　審判をされる方は本部まで打合せに

お越しください

優勝

準優勝

第三位


