
第１６回

吉原第一ＪＳＣ招待サッカー大会

場所：富士川緑地グランド

期日：平成２９年　３月１１日（土）１年、２年生の部
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招待チーム

招　待　チ　ー　ム　名 所在地 ６年 ５年 ４年 ３年 ２年 １年 ｷｯｽﾞ

1 江尻サッカースポーツ少年団 清水区 ◎

2 大富士FC 富士宮市 ◎

3 ピュアFC 静岡市 ◎ ◎

4 富士第一サッカースポーツ少年団 富士市 ◎ ◎

5 富士第一サッカースポーツ少年団 富士市 ◎

6 富士宮東サッカースポーツ少年団 富士宮市 ◎

7 三島山田FC 三島市 ◎

8 エクセルシオールFC 沼津市 ◎

9 高部JFC 清水区 ◎

10 由比サッカースポーツ少年団 清水区 ◎

11 ＲＩＳＥ　ＳＰＯＲＴＳ　ＣＬＵＢ 清水区 ◎

12 主催チーム：吉原第一ジュニアサッカークラブ 富士市
◎
◎

◎

9 7合　　　計
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吉原第一ジュニアサッカークラブ
渉外担当：　影山直樹

今大会に関してのご連絡、試合等のご連絡は、下記渉外担当まで、ご連絡ください。
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大　会　要　綱
　主旨：この大会は、サッカーを通し参加チームとの親睦を図ると共に心身を鍛え、技術

　　　　の向上とフェアプレーの精神を養う事を目的とする。

１．期　日　　　平成２９年　３月１１日（土）・・・１年生の部、２年生の部

　　　　　　　　小雨決行

２．会　場　　　富士川緑地公園サッカー場：Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄコート

３．主　催　　　吉原第一ジュニアサッカークラブ

４．後　援　　　富士市サッカー協会

５．参加チーム　２年生招待チーム　　７チーム　　主催　２チーム

　　　　　　　　１年生招待チーム　　６チーム　　主催　１チーム

６．大会参加費　１チームにつき、１年生は３，０００円、２年生は５，０００円です。

　　　　　　　　２年生の部に参加するチームはＡＢコート側の本部にお持ちください。

　　　　　　　　他の学年につきましては、各サービステントにて受付けます。

７．試合形式　　２年生は８人制で３チーム３ブロックによる予選リーグ戦後、決勝リーグ戦

　　　　　　　　及びフレンドリーマッチ

　　　　　　　　１年生はフットサル（5人制）で７チームによるリーグ戦

８ 大会細則 ①試合規則 日本サ カ 協会規則に準ずる

－３－

８．大会細則　①試合規則　日本サッカー協会規則に準ずる。

　　　　　　　②試合球　　公認４号球（各チーム持ち寄り）、１年生のフットサルも

　　　　　　　　　　　　　公認４号球を使用する。（フットサル用ボールは使用しない。）

　　　　　　　③試合時間

　　　　　　　　２年生・・・１２分－３分－１２分

　　　　　　　　　予選リーグ、決勝リーグ戦共にＰＫ戦は行わない。

　　　　　　　　　フレンドリー戦の場合にもＰＫを行わない

　　　　　　　　１年生・・・１０分（コートチェンジは行わない。）

　　　　　　　　注）各学年共に、ロスタイムはとらない。

　　　　　　　④リーグ戦における順位の決定方法は、勝ち点制とする。

　　　　　　　　　勝ち点：勝ち＝３、分け＝１、負け＝０

　　　　　　　　　勝ち点が同じ場合は、得失点差・総得点・当事者勝敗・抽選の順で決める。

　　　　　　　⑤選手交代は、自由とする。

　　　　　　　⑥審判は、審判着着用の上お願いします。

　　　　　　　　尚　寒さが厳しい場合は、審判着の下に防寒対策をお願います。(長ｽﾞﾎﾞﾝ可)

　　　　　　　　審判員の都合が着かない場合、本部にご連絡ください。

　　　　　　　　主審は４級以上の有資格者でお願いします。

　　　　　　　　８人制は主審１名、予備審１名とします。

　　　　　　　　１年生のフットサルとキッズのミニサッカーは主審１名とします。
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９．表彰　　　各学年の優勝・準優勝・3位チームに賞状とカップ又はトロフィを贈呈します。

　　　　　　　６年生につきましては順位別敢闘賞チームにカップ又はトロフィを贈呈します。

　　　　　　　優勝カップ（持ち回り）をお渡ししますので、１年間大切に保管してください。

　　　　　　　４～６年生の部は、閉会式を決勝戦終了後に本部前で行います。試合終了後、

　　　　　　　速やかにお集まりください。

　　　　　　　他の学年は、各サービステント前で表彰式を行いますので、最終試合終了後

　　　　　　　表彰対象チームはお集まりください。

１０．その他　①開会式は行いません。試合に合わせ余裕を持ってご来場ください。

　　　　　　　②試合中におけるケガの応急処置は本部にて行いますが、その後の処置は

　　　　　　　　各団でお願いします。　☆参加選手は、スポーツ保険に加入している事。

　　　　　　　③参加チームは、異色のユニフォームを２着用意して下さい。

　　　　　　　　用意できない場合にはビブスでもかまいません。

　　　　　　　④試合時間を厳守し、開始５分前にはコート前に集合して下さい。

　　　　　　　⑤審判記録カードは大会事務局で用意しますので、主審の方は試合前に

　　　　　　　　サービステントまで取りに来てください。試合終了後結果報告を行って

　　　　　　　　ください。

　　　　　　　⑥水道はありますが、河川敷のため飲むことはできません。飲料水は各団で

　　　　　　　　ご用意ください。

　　　　　　　⑦本会場の施設使用については、十分注意して、ゴミ等は必ず各チームで

　　　　　　　　責任を持って持ち帰ってください。

　　　　　　　⑧駐車については、各チーム名が分かるようにし、マナーを守り安全に

　　　　　　　　留意して下さい。駐車スペースは河川敷のためたくさんありますが、

　　　　　　　　参加チームが多いため、なるべく乗り合わせてお越し下さい。

　　　　　　　⑨盗難、事故等防止のため、必ず施錠し、貴重品等は車の中に置かない

　　　　　　　　ようにして下さい。

　　　　　　　⑩小雨決行ですが中止の場合は、当日朝６：３０までに各団に連絡します。

　　　　　　　⑪災害発生時には本部の指示に従い、速やかに避難してください。
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１年生リーグ表・進行表 ３月１１日（土）

ａブロック Ｄ－１、２コート

１年生進行表

１4：０５より表彰式を行いますので、１位から３位のチームはサービステント前にお集まりください。

勝：３点、分：１点、負：０点

吉原第一 富士第一 由比 ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ ＲＩＳＥ 高部ＪＦＣ ピュア 勝 分 負 勝点 得失 総得 順位

吉原第一

富士第一

由比

ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ

ＲＩＳＥ

高部ＪＦＣ

ピュア

時間
Ｄ－１コート Ｄ－２コート

対戦 審判 対戦 審判

① 9:30～9:40 吉原第一 富士第一 ＲＩＳＥ 由比 ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ ピュア

② 9:45～9:55 ＲＩＳＥ 高部ＪＦＣ 吉原第一

③ 10:00～10:10 ピュア 吉原第一 ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ 富士第一 由比 高部ＪＦＣ

④ 10:15～10:25 ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ ＲＩＳＥ 由比

⑤ 10:30～10:40 高部ＪＦＣ ピュア 富士第一 吉原第一 由比 ＲＩＳＥ

⑥ 10:45～10:55 富士第一 ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ ピュア

⑦ 11:00～11:10 ＲＩＳＥ ピュア 由比 高部ＪＦＣ 富士第一 ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ

⑧ 11:15～11:25 吉原第一 ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ 富士第一

⑨ 11:30～11:40 由比 ピュア 高部ＪＦＣ ＲＩＳＥ 富士第一 吉原第一

⑩ 11:45～11:55 吉原第一 高部ＪＦＣ ＲＩＳＥ

休憩

⑪ 13:00～13:10 由比 ＲＩＳＥ ピュア ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ 高部ＪＦＣ 吉原第一

⑫ 13:15～13:25 ピュア 富士第一 高部ＪＦＣ

⑬ 13:30～13:40 吉原第一 ＲＩＳＥ ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ 由比 高部ＪＦＣ 富士第一

⑭ 13:45～13:55 ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ ピュア 由比
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２年生リーグ表・進行表
Ａ・Ｂ・Ｃコート

ａブロック 勝：３点、分：１点、負：０点

bブロック 勝：３点、分：１点、負：０点

ｃブロック 勝：３点、分：１点、負：０点

勝：３点、分：１点、負：０点決勝リーグ Ａコート

ピュア

富士宮東

分 負 勝点 得失 順位

富士第二

Ｃコート
富士第二 富士宮東 ピュア 勝

吉原第一Ｂ

大富士

負 勝点 得失 順位

富士第一

Ｂコート

富士第一 大富士 吉原第一Ｂ 勝 分

江尻

三島山田

勝点 得失 順位

吉原第一Ａ

３月１１日（土）

Ａコート
吉原第一Ａ 三島山田 江尻 勝 分 負

ａブロック１位 ｂブロック１位 ｃブロック１位 勝 分 負 勝点 得失 順位

ａブロック１位

ｂブロック１位

ｃブロック１位
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２年生進行表

VS VS VS

VS VS VS

VS VS VS

VS VS VS

VS VS

VS

決勝戦終了後、表彰式を行いますので、本部前（Ａ・Ｂコート）にお集まりください。

審判：　ａ 1位
⑥ 14:10～14:37

ｂ 1位 ｃ 1位

審判：　b 1位 審判：　ｂ 2位
⑤ 13:20～13:47

ａ 1位 ｃ 1位 a 3位 c 3位

ｂ 2位 ｃ 2位 b 3位

審判：　ｃ 1位 審判：　a 3位 審判：　ｃ 3位

休憩

④ 12:30～12:57
ａ 1位 ｂ 1位 ａ 2位

審判： 吉原第一Ａ 審判： 富士第一 審判： 富士第二
③ 11:10～11:37

三島山田 江尻 大富士 吉原第一Ｂ 富士宮東 ピュア

ピュア

審判： 三島山田 審判： 大富士 審判： 富士宮東

ピュア

② 10:20～10:47
吉原第一Ａ 江尻 富士第一 吉原第一Ｂ 富士第二

大富士 富士第二 富士宮東

審判： 江尻 審判： 吉原第一Ｂ 審判：

試合時間 Ａコート Ｂコート Ｃコート

① 9:30～9:57
吉原第一Ａ 三島山田 富士第一

ｂブロック2位 bブロック3位

aブロック3位

cブロック3位
フレンドリー戦はＰＫ戦を行いません。

ａブロック2位 ｃブロック2位

各ブロック２位及び３位によるフレンドリー戦
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富士市救急医療センター
富士市津田217-2
TEL:０５４５-５１-００９９
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１年生会場

４年生会場
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