
 

 

   第 33回福島県サッカースポーツ少年団選抜大会実施要項 
       （兼 2014福島県トレセンマッチデーU=11） 

 

１ 主 旨 

      ① 福島県の将来をになう小学生たちのサッカー技術の向上と強化を図る。 

② 県内の各地区トレセン選手におけるトレーニング成果のチェック及び、選手

同士の交流と親睦を図る。 

③ ＦＡ通達による「トレセンマッチ」に位置づけ、選手の出場機会・プレーの

機会を確保し、育成を主眼におく。 

２ 主 催   一般財団法人福島県サッカー協会 公益財団法人福島県都市公園・緑化協会 

３ 主  管 、一般財団法人福島県サッカー協会４種委員会 

４ 後  援  福島県、福島民報社、福島民友新聞社、 

５ 期  日  平成２6年８月２３日（土）、２４日（日） 

６ 会  場  あづま運動公園 

７ 参加資格 ① 平成２６年度一般財団法人福島県サッカー協会を通して公益財団日本サッカー 

         協会登録した選手で、福島県内地区トレセンに所属する選手であること。 

         選手の登録は、原則１チーム１６名以内とする。 

② 選手は健康であり、かつ保護者の承諾を得た選手であること。 

③ 地区の区分は、1 県北、2 県南南部（県南）、3 県南中部（県中）、 

  4 いわき、5 相双、6 会津とする。 

         各地区ごと「選抜」及び「トレセン」の２チームを編成する。 

8  競技方法  下表の通り、Ａ、Ｂ２ブロックの６チームによる総当りリーグ戦方式で行う。 

 

 Ｕ−１１リーグ （※ チームレベルの編成は各地区に任せる。） 

 1 2 3 4 5 6 

Ａブロック（選抜） 県南 県中 いわき 県北 会津 相双 

Ｂブロック（ＴＣ） 県北 会津 相双 県南 県中 いわき 

 

  Ｕ−１２リーグ（※ Ａブロックチームをレベル上位チームとして編成すること。） 

 1 2 3 4 5 6 

Ａブロック（選抜） 県南 いわき 相双 県北 会津 県中 

Ｂブロック（ＴＣ） 県北 会津 県中 県南 いわき 相双 

 

9 競技規則      

       ①  ＪＦＡ８人制サッカー競技規則に準じる。（別紙参照） 

② 試合時間は、３０分（１５分−５分−１５分）とする。延長戦は行わない。 

③ 参考順位は、勝ち点方式により決定する。勝＝３、分＝１、負＝０点。勝

点が同じ場合は、得失点差、総得点、同率当該対戦チームの成績の順に決

める。 

④ ピッチサイズは６８ｍ×５０ｍ、ペナルティーエリア１２ｍ、ゴールエリ

ア４ｍ。ペナルティースポット７ｍ。 

⑤ ゴールは少年用ゴール（内のり：高さ＝２．１５ｍ、幅＝５ｍ） 

⑥ 試合球は４号公認球とし、大会事務局で準備する。 



 

 

⑦ 前半控えの選手は後半戦最初から出場しなければならない。（出場時間を

参加選手均等にすること。） 

⑧ 審判は一人制とし、主審・予備審は対戦当該チームで協議し実施する。 

⑨ また、審判を担当した者は試合終了後、本部に結果を報告する。 

⑩ グリーンカードを多用し、フェアプレー精神の意識向上に努める。 

10 表 彰      

① 大会の趣旨により団体表彰は行わない。                

②  個人賞は、チーム監督の推薦により各チーム１名に「敢闘賞」 

 

11 大会日程    

２３日（土）   ９：３０ 〜 開会式（Aコート） 

               １０：００ 〜 第一日目試合開始（試合日程による） 

              〜１６：００   試合終了   

        ２４日（日）   ９：００ 〜 第二目試合開始（試合日程による） 

              〜１５：００   試合終了  閉会式は実施しない。 

        ※ 雨天の場合は,各地区のトレセン委員長に連絡をし判断を致します 

＊ スケジュール表は別記 

 

12 参加費・宿泊 お弁当 

〇大会参加費 １チーム 5000 円（各地区 U12×チーム数） 

（各地区 U11×チーム数）8/２３受付時にお願いいたします。 

         〇宿泊 

          県中 福うさぎ ☎024-595-2611  

県南 山水荘 ☎024-595-2141 

会津 飯坂温泉 福住旅館 ☎024-542-4211 

相双 川上温泉 ☎024-595-2136  

いわき 野地温泉ホテル ☎0242-64-3031 

大会役員 向滝旅館 ☎024-595-2121 

         〇宿泊費  

大人 ７、５６０円  子供 ６、２６４円 

〇お弁当 

 ６００円 

13 申し込み 

〇申込み先 

①一般財団法人福島県サッカー協会４種技術副委員長 後藤健一 

  kmtsr-g@sea.plala.or.jp09047397183 

 

１４ その他    

・８月２４日（日）には、東北マッチデーを十六沼で実施されます。 

           参加対象は、U=11（県トレ選手）全員となります。 

バスは県トレで手配し、ホテルより移動するようになります。 

（出発時間は、７時の予定です） 

 

 

 

 

 

◇ 第一日目 （８月２３日） 

mailto:kmtsr-g@sea.plala.or.jp09047397183


 

 

    【U-１１試合スケジュール】       

 
 

開始 Ａピッチ Ｂピッチ 

第１試合 10:00
~ 

県南選抜  ｖｓ  いわき選抜 会津選抜  ｖｓ  県中選抜 

第２試合 10:40
~ 

相双選抜  ｖｓ  県北選抜 県北ＴＣ  ｖｓ  会津ＴＣ 

第３試合 11:20
~ 

県中ＴＣ  ｖｓ  県南ＴＣ いわき選抜  ｖｓ  会津選抜 

第４試合 12:00
~ 

県北選抜  ｖｓ  県南選抜 会津ＴＣ  ｖｓ  いわきＴＣ 

第５試合 12:40
~ 

相双選抜  ｖｓ  県中選抜 県北ＴＣ  ｖｓ  県南ＴＣ 

第６試合 13:20
~ 

県北選抜  ｖｓ  会津選抜   ｖｓ   

第７試合 14:00
~ 

県南選抜  ｖｓ  相双選抜 いわき選抜  ｖｓ  県中選抜 

第８試合 14:40
~ 

県南ＴＣ  ｖｓ  いわきＴＣ 県北ＴＣ  ｖｓ  県中ＴＣ 

第９試合 15:20
~ 

  ｖｓ     ｖｓ   

 

◇ 第一日目 （８月２３日） 

    【U-１２試合スケジュール】 

 開始 C ピッチ D ピッチ 

第１試合 10:00
~ 

県南選抜 ｖｓ いわき選抜 相双選抜 ｖｓ 県北選抜 

第２試合 10:40
~ 

会津選抜 ｖｓ 県中選抜 県北ＴＣ ｖｓ 会津ＴＣ 

第３試合 11:20
~ 

県中ＴＣ ｖｓ 県南ＴＣ いわきＴＣ ｖｓ 相双ＴＣ 

第４試合 12:00
~ 

県北選抜 ｖｓ 県南選抜 いわき選抜 ｖｓ 会津選抜 

第５試合 12:40
~ 

相双選抜 ｖｓ 県中選抜 県北ＴＣ ｖｓ 県南ＴＣ 

第６試合 13:20
~ 

県中ＴＣ ｖｓ 相双ＴＣ 会津ＴＣ ｖｓ いわきＴＣ 

第７試合 14:00
~ 

県南選抜 ｖｓ 相双選抜 いわき選抜 ｖｓ 県中選抜 

第８試合 14:40
~ 

県北選抜 ｖｓ 会津選抜 県北ＴＣ ｖｓ 県中ＴＣ 

第９試合 15:20
~ 

県南ＴＣ ｖｓ いわきＴＣ 会津ＴＣ ｖｓ 双相ＴＣ 

 ◇ 第二日目 （８月２４日） 



 

 

    【U-１１試合スケジュール】 

 開始 Ａピッチ Ｂピッチ 

第１試合 9:00
~ 

県南選抜 ｖｓ 県中選抜 会津選抜 ｖｓ 双相選抜 

第２試合 9:40
~ 

県北選抜 ｖｓ いわき選抜 県中ＴＣ ｖｓ 会津ＴＣ 

第３試合 10:20
~ 

県南選抜 ｖｓ 会津選抜 いわきＴＣ ｖｓ 県北ＴＣ 

第４試合 11:00
~ 

県南ＴＣ ｖｓ 会津ＴＣ 県中選抜 ｖｓ 県北選抜 

第５試合 11:40
~ 

いわきＴＣ ｖｓ 県中ＴＣ 双相選抜 ｖｓ いわき選抜 

第６試合 12:20
~ 

 ｖｓ   ｖｓ  

第７試合 13:00
~ 

ＴＣ（５位） ｖｓ 選抜（５位） ＴＣ（６位） ｖｓ 選抜（６位） 

第８試合 13:40
~ 

ＴＣ（３位） ｖｓ 選抜（３位） ＴＣ（４位） ｖｓ 選抜（４位） 

第９試合 14:20
~ 

ＴＣ（１位） ｖｓ 選抜（１位） ＴＣ（２位） ｖｓ 選抜（２位） 

 

◇ 第二日目 （８月２４日） 

    【U-１２試合スケジュール】 

 開始 C ピッチ D ピッチ 
第１試合 9:00

~ 
県南選抜 ｖｓ 県中選抜 会津選抜 ｖｓ 双相選抜 

第２試合 9:40
~ 

県北選抜 ｖｓ いわき選抜 県南ＴＣ ｖｓ 相双ＴＣ 

第３試合 10:20
~ 

県中ＴＣ ｖｓ 会津ＴＣ いわきＴＣ ｖｓ 県北ＴＣ 

第４試合 11:00
~ 

県南選抜 ｖｓ 会津選抜 県中選抜 ｖｓ 県北選抜 

第５試合 11:40
~ 

双相選抜 ｖｓ いわき選抜 県南ＴＣ ｖｓ 会津ＴＣ 

第６試合 12:20
~ 

いわきＴＣ ｖｓ 県中ＴＣ 県北ＴＣ ｖｓ 相双ＴＣ 

第７試合 13:00
~ 

ＴＣ（５位） ｖｓ 選抜（５位） ＴＣ（６位） ｖｓ 選抜（６位） 

第８試合 13:40
~ 

ＴＣ（３位） ｖｓ 選抜（３位） ＴＣ（４位） ｖｓ 選抜（４位） 

第９試合 14:20
~ 

ＴＣ（１位） ｖｓ 選抜（１位） ＴＣ（２位） ｖｓ 選抜（２位） 

 


