
大 会 名 称 U-12ジュニアフットサル大会デイリースポーツカップ2019

開 催 日 時  2月24日（月）　8：40～開会式＋大会説明　　9：00～試合開始　　14：50～閉会式　　（予定）

カ テ ゴ リ ー U-12小学生

チ ー ム 数 12チーム

試 合 形 式 予選リーグ + 決勝トーナメント　※最低4試合保障

　リーグ戦の順位は、勝ち＝３点、引分け＝１点、負け＝０点の勝点制とします。

　勝点が並んだ場合は、①得失点差、②総得点、③直接対決の勝敗、④抽選の順で決定します。

　試合が一方のチームの責に帰すべき事由により開催不能、または中止となった場合（不戦敗等）に

　その帰責事由あるチームは0-3で敗戦したものとみなします。

　決勝トーナメントで同点の場合は３名でのPK戦とし、その後はサドンデスとします。

　試合形式については出場チーム数等により、変更させていただく場合がございます。

試 合 時 間 予選13分（ランニングタイム）、決勝トーナメント7分-1分-7分　（　ランニングタイム　）

試合時間については出場チーム数等により、変更させていただく場合がございます。

試合状況で試合開始時間を前後させていただく場合がございます。

審 判 審判は主催者側で行いますが、1試合1名での進行とさせて頂きます。決勝、3位決定戦は2名。

競 技 規 則 原則として、現行の日本サッカー協会フットサル競技規則により行います。

但し、以下の項目に関してはローカルルールとし、別途規定を定めます。

①ベンチに入ることができる人員は、交代要員7名、役員4名を上限とする。

②３ファールをカウントする。(前後半ある場合も1試合通して３ファールとする）

③退場（警告を2回または、累積2回も含む）を命じられた選手は次の1試合に出場できない。

　但し、重大な反則については別途大会規律委員会で処置を決定する。

④スライディングタックルは競技の特性、安全面等を考慮し、反則として扱う場合があります。

⑤レガースの着用を義務付ける。

⑥眼鏡、指輪、ネックレス、ピアス、ミサンガ等の着用は一切認めない。

⑦ガムや飴、タブレット等、食べながらのプレーは禁止と致します。

⑧ゴールクリアランスは直接ハーフウェｰラインを超えることができない。超えた場合はハーフウェーライン上の任意の地点から間接フリーキックとなります。

※原則としてフットサル競技規則により行いますが、試合進行をスムーズに行えるようプレーをジャッジする場合があります。

組 合 せ

表 彰 優勝チーム　・　準優勝チーム　・　3位　・　4位　・　MVP　・各チーム優秀選手

優勝チームは3月14、15日に和歌山県で開催されるU-12日本フットサル施設連盟選手権全国大会への出場権を与えます。

注 意 事 項 ①大会当日のケガ、事故、盗難等については主催者側は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

　各チームで保険等に加入されることをお薦めします。

②参加資格への違反、その他不都合な行為があった場合は、該当チームは失格となり、出場停止となります。

③主催者側、審判、相手チームへ暴力・暴言クレームの行為を一切禁止と致します。

　その行為を犯した場合はその後の試合及び今後の参加をお断り致します。返金は致しません。

④喫煙場所など当施設のルールを遵守してください。

⑤貴重品に関しては各自でしっかりと管理してください（フロントに貴重品ロッカーがございます）。

⑥※全チーム閉会式まで参加をお願い致します。全チーム写真撮影、MVP賞があります。

大会実施要綱

※キーパに対するバックパスに関しては、サッカーの競技規則により行います。

当大会の組合せは、大会本部で事前に決定します。各ブロック1位は上位から1位①、1位②、1位③の順に決勝トーナメントに入ります。

各ブロック1位は上位から1位①、1位②、1位③の順に決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄに入ります。勝点が並んだ場合は、①得失点差、②総得点、③抽選の順で決定。
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Aブロック Bブロック

屋島FC A ディーオルーチェ高松 三木FC 高松第一FC（1） 得点 失点 得失点差 順位 Luciola Futsal Club 高松第一FC（2） 仏生山SSS 丸亀フットボールクラブ 得点 失点 得失点差 順位

屋島FC A Luciola Futsal Club

試合 時間 試合 ディーオルーチェ高松 高松第一FC（2）

第１試合 9:00 屋島FC A vs ディーオルーチェ高松 第１試合 Luciola Futsal Club vs 高松第一FC（2） 三木FC 仏生山SSS

第２試合 9:20 飯山フットサルクラブ vs 屋島FC B 第２試合 三木FC vs 高松第一FC（1） 高松第一FC（1） 丸亀フットボールクラブ

第３試合 9:40 仏生山SSS vs 丸亀フットボールクラブ 第３試合 付属高松FC vs M.FC高松Jr Cブロック

第４試合 10:00 屋島FC A vs 三木FC 第４試合 Luciola Futsal Club vs 仏生山SSS 飯山フットサルクラブ 屋島FC B 付属高松FC M.FC高松Jr 得点 失点 得失点差 順位

第５試合 10:20 飯山フットサルクラブ vs 付属高松FC 第５試合 ディーオルーチェ高松 vs 高松第一FC（1） 飯山フットサルクラブ

第６試合 10:40 高松第一FC（2） vs 丸亀フットボールクラブ 第６試合 屋島FC B vs M.FC高松Jr 屋島FC B

第７試合 11:00 屋島FC A vs 高松第一FC（1） 第７試合 Luciola Futsal Club vs 丸亀フットボールクラブ 付属高松FC

第８試合 11:20 飯山フットサルクラブ vs M.FC高松Jr 第８試合 ディーオルーチェ高松 vs 三木FC M.FC高松Jr

第９試合 11:40 高松第一FC（2） vs 仏生山SSS 第９試合 屋島FC B vs 付属高松FC

PK対決 12:30 12:00 １位① １位②

決勝Ｔ① 12:50 B２位 vs A３位 決勝Ｔ② C２位 vs B３位

決勝Ｔ③ 13:10 A２位 vs C３位 決勝Ｔ④ １位③ vs C４位 決勝Ｔ⑤ 決勝Ｔ⑥

決勝Ｔ⑤ 13:30 １位① vs A４位 決勝Ｔ⑥ １位② vs B４位

決勝Ｔ⑦ 13:50 決勝Ｔ③勝 vs 決勝Ｔ④勝 決勝Ｔ⑧ 決勝Ｔ①勝 vs 決勝Ｔ②勝 A４位 B４位

準決勝① 14:10 決勝Ｔ⑥勝 vs 決勝Ｔ⑦勝 準決勝② 決勝Ｔ⑤勝 vs 決勝Ｔ⑧勝

決勝戦 14:30 準決勝勝ち vs 準決勝勝ち ３位決定戦 準決勝負け vs 準決勝負け

14:50

B２位 準決勝② 準決勝① A２位

決勝Ｔ① 決勝Ｔ③

A３位 C３位

決勝Ｔ⑧ 決勝Ｔ⑦

C２位 １位③

決勝Ｔ② 決勝Ｔ④

B３位 C４位

※全チーム閉会式まで参加をお願い致します。全チーム写真撮影、MVP賞があります。

M.FC高松Jr

高松第一FC（1） 丸亀フットボールクラブ

付属高松FC

※試合開始時刻は目安ですので、前後する可能性があります。

Cブロック
飯山フットサルクラブ

屋島FC B

ディーオルーチェ高松 高松第一FC（2）
三木FC 仏生山SSS

参加チーム
Aブロック Bブロック
屋島FC A Luciola Futsal Club

閉会式

U-12ジュニアフットサル大会デイリースポーツカップ2020　タイムスケジュール
【予選対戦表】　 予選リーグ13分（ランニングタイム）

　　　　　　　　　　 決勝トーナメント7分-1分-7分（ランニングタイム）

Aコート

対戦カード

Bコート

対戦カード

各チーム2名 各チーム2名



屋島FC A ディーオルーチェ高松 三木FC 高松第一FC（1） 勝点 得点 失点 得失点 順位

高松第一FC（1）

三木FC

ディーオルーチェ高松

予選Aリーグ13分（ランニングタイム）

屋島FC A





Luciola Futsal Club 高松第一FC（2） 仏生山SSS 丸亀フットボールクラブ 勝点 得点 失点 得失点 順位

丸亀フットボールクラブ

仏生山SSS

高松第一FC（2）

予選Bリーグ13分（ランニングタイム）

Luciola Futsal Club





飯山フットサルクラブ 屋島FC B 付属高松FC M.FC高松Jr 勝点 得点 失点 得失点 順位

M.FC高松Jr

付属高松FC

屋島FC B

予選Cリーグ13分（ランニングタイム）

飯山フットサルクラブ





優勝

２位

３位

４位

決勝T⑧

決勝T⑤ 決勝T① 決勝T② 決勝T⑥ 決勝T③ 決勝T④

１位① A４位 B２位 A３位 C２位 B３位 １位② B４位 A２位 C３位 １位③ C４位

決勝トーナメント7分-1分-7分（ランニングタイム）

準決勝② 準決勝①

決勝戦

３位決定戦






