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大会要項 （２年生・１年生以下の部）
１．大 会 名 第２９回我孫子市低学年ガーデン大会

２．主　　催 我 孫 子 市 サ ッ カ ー 協 会

３．主　　管 我孫子市サッカー協会第４種委員会

翼サッカークラブ・隼サッカークラブ

４．医　　務

５．大会期日 平成２９年　２月２６日（日）

平成２９年　３月５日（日）　予備日

６．開催場所 並木小学校

７．集　　合　 午前８時２０分　　　

＊８時まで、駐車場に入る事は出来ません。

８．参加資格

(１)我孫子市サッカー協会第４種委員会に登録するチームであること

(２)スポーツ障害保険に加入済みであること

(３)保護者の承認を得ていること

(４)各学年に責任者（引率者）が同行すること

(５)審判を出来る者が必ず同行すること

９．競技規則

本大会は、全て我孫子ミニサッカー・ルールに基づき運営する（最終項参照）

ここで、本大会における注意事項を、第１４項に特記事項として列記する

１０．審　　判

(１)予選リーグ、決勝トーナメント共に、[審判割り当て表]による。

＊決勝トーナメントから、２審制。

　予選・チャレンジトーナメントは１審制で可

１１．参加費用

１チームにつき　　２,０００円（当日受付にてお願い致します）

１２．表　　彰

優勝：メダル　　　準優勝：メダル　　　３位：メダル　４位：賞状

チャレンジ優勝：記念品

１３．その他

（１）雨天等での中止の場合は、朝６時３０分頃に連絡します。

（２）駐車台数に限りがありますので、駐車券の無い車はご遠慮下さい。

（３）ゴミ等は持ち帰り願います。

（４）校内は全面禁煙となっております。

アビコ外科整形外科医院　04-7184-7321



１４．本大会における特記事項

(１)１チームはキーパーを含めた５人により構成されるものとする。

　　交代は自由交代（試合は止めない）とし、再出場可能とする。

　　（キーパーの交代は準備完了後申請）

　　４名以上で試合成立とし、これに満たない場合は棄権試合とする。

　　なお、１試合に参加出来る人数は９名までとします。

　　ダブルエントリーは認めないが、試合により９名を入れ替えても

　　良いとする。

(２)予選の各ブロックは、３チームないし４チームによるリーグ戦とする。

　　各リーグ１位~２位までが決勝トーナメント、

　　３位~４位はチャレンジトーナメント

　　ブロック内での順位（決勝トーナメント進出）は、次の方法により決定

　　　　①勝点（勝ち３、引分け１、負け０）

　　　　②得失点差　　　　　

　　　　③総得点

　　　　④当該チーム同士での勝敗結果

　　　　⑤３名ずつによるＰＫ戦（サドンデス）

　＊決勝、チャレンジトーナメントの組合せは抽選とする。

（但し、トーナメント１回戦で同チームの対戦の場合、やり直し有り）

(３)決勝トーナメントにおいて、試合終了時点で同点であった場合は

　　３名ずつによるＰＫ戦（サドンデス）とする。

(４)同色チーム対戦用ビブスを各チーム用意する。（キーパーとは違う色）

　　ネックウォーマー着用での試合参加は出来ない。

(５)スパイクの着用は禁止とする。

(６)不参加、あるいは退場などの事由により棄権試合となった場合は、

　また、人数制限に違反した場合　対戦結果を“５‐０”とする。

(７)女子選手については、１学年繰り下げての参加を認める。

(８)アウトオブプレーからのプレー再開は、４秒を基準とした円滑な

　　運営を基準とする。この基準に抵触しそうな場合には、速やかな

　　プレーを促し、なお遅延した場合をもって、反則とする。

(９)同時スタート、同時終了にてゲームを進行（終了合図後のゴールは

　　無効）但し、けが人等著しく進行が遅れた場合は、主審の判断のもと

　　ロスタイムを取る事が出来る。（当該チームに通達の上）

　（補足：合図前でのPK,フリーキックは行い、それをもって終了）

＊審判に対するクレーム（応援席含む）は慎むよう事前にご指導の程

　よろしくお願いいたします。

＊ボール担当に追加ボールを要請出来るのは審判のみになります。

（決勝トーナメントのみコート担当が管理します）



『式　次　第』

開　会　式 開　始　時　間 午前８時４０分

式　次　第 開式のことば

大会会長挨拶

選手宣誓

競技上の注意

閉式のことば

閉　会　式 開　始　時　間 全試合終了後

式　次　第 開式のことば

成績発表

表　彰

講　評

閉式のことば

『時　間　割　り』

予選リーグ時間割り
第　１試合 　９：１０～　９：３０

第　２試合 　９：３５～　９：５５

第　３試合 １０；００～１０：２０

第　４試合 １０：２５～１０：４５

第　５試合 １０：５０～１１：１０

第　６試合 １１：１５～１１：３５

第　７試合 １１：４０～１２：００

組み合わせ抽選会 １２：４５

決勝・チャレンジトーナメント時間割り
第　８試合 １３：００～１３：２０

第　９試合 １３：２５～１３：４５

第１０試合 １３：５０～１４：１０

第１１試合 １４：２５～１４：４５

第１２試合 １５：００～１５：２０



＜Ａブロック＞

湖北台クラブA 隼 高野山B 勝点 得点 失点 順位

湖北台クラブA ⑥－７ ⑤－３

隼 ⑥－５

高野山B

＜Bブロック＞

つくし野A 翼A 布佐 勝点 得点 失点 順位

つくし野A ⑤－７ ⑥－２

翼A ⑤－５

布佐

＜Cブロック＞

アミスター イレブン 湖北台クラブB 勝点 得点 失点 順位

アミスター ④－７ ⑤－２

イレブン ⑥－４

湖北台クラブB

＜Dブロック＞

高野山A 三小 翼B つくし野B 勝点 得点 失点 順位

高野山A ⑤－６ ⑤－４ ⑤－１

三小 ⑥－１ ⑥－３

翼B ⑥－６

つくし野B

丸数字　‐　　　ｎ
（コート番号　‐　第ｎ試合）

１年生の部　予選リーグ表



＜Eブロック＞

隼A 翼 湖北台クラブB つくし野B 勝点 得点 失点 順位

隼A ②－６ ①－４ ③－２

翼 ④－２ ④－４

湖北台クラブB ①－６

つくし野B

＜Fブロック＞

つくし野A 新木やまとA イレブン 隼B 勝点 得点 失点 順位

つくし野A ④－６ ③－４ ①－２

新木やまとA ②－２ ②－４

イレブン ③－６

隼B

＜Gブロック＞

湖北台西 布佐 アミスター つくし野C 勝点 得点 失点 順位

湖北台西 ②－５ ①－３ ③－１

布佐 ④－１ ④－３

アミスター ①－５

つくし野C

＜Hブロック＞

湖北台クラブA 三小 高野山 新木やまとB 勝点 得点 失点 順位

湖北台クラブA ④－５ ③－３ ①－１

三小 ②－１ ②－３

高野山 ③－５

新木やまとB

２年生の部　予選リーグ表
丸数字　‐　　　ｎ

（コート番号　‐　第ｎ試合）



決勝・チャレンジトーナメント　組合せ表



決勝・チャレンジトーナメント　組合せ表



＊決勝トーナメントは、当該チーム対戦の場合、大会事務局で調整致します。

＊決勝審判（主管）は、残ったチーム（複数エントリー）、もしくは事務局から選出致します。

〔　エントリー数　〕

チーム名 チーム数

１年 ２年 合計

1 1 2
0 2 2
1 1 2
2 1 3
2 2 4
0 1 1
1 1 2
2 3 5
1 1 2

1 2 3

2 1 3

13 16 29

2（並木小）
6

8

つくし野

第２９回低学年ガーデンフットボール大会　審判割り当て表

布　佐

アミスター

湖北台西

湖北台クラブ

駐車券

三小キッカーズ

高野山

イレブンJr.

新木やまと

隼

翼

合　計

6
5
6
8
10
3
6





駐車券の無い車は駐車する事が出来ません。（指定枚数を配布いたします）

駐車券に、団名、運転者名　携帯番号の明記をお願い致します。


