
2018GRANSCENAジュニアＣＵＰ

　■　趣　　旨
冬期、雪が降る新潟において心身共に鍛える場としてたくさん 交流と試合 機会を提供する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大会形式をリーグ戦にすることで、次回試合まで モチベーション 維持、向上を図り選手 成長を期待する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また多
く チーム、選手と交流・試合をし相手を尊重することで豊かな心と健やかな体を育むことを第一目的とする。

　■　主　　催 株式会社グランセナフットボールクラブ

　■　対　　象 【U ８ 】　小学２年生以下で構成されたチーム　１６チーム募集

【U ７ 】　小学１年生以下で構成されたチーム　１２チーム募集

　■　開催期間 カテゴリー 予選リーグ 決勝リーグ

U８
A 　２/１６(土)１２：００～１６：００ ３/２(土)１２：００～１６：００

⇒ ３/１６(土)１２：００～１７：００
B 　２/１７(日)１２：００～１６：００ ３/３(日)１２：００～１６：００

U７
A 　２/２３(土)１２：００～１５：００

⇒ ３/１７(日)１２：００～１６：３０
B 　２/２４(日)１２：００～１５：００

　■　申込方法 下記カテゴリー担当宛にメールにて申込とし、応募多数 場合 抽選にて決定する。

各カテゴリー申込締切U８・U７・・・１１/３０（木）

申込締切後、１週間を目途に抽選結果と組合せを送付します。（締切後、定数に達しないカテゴリー 追加募集を行う。）

　■　会　　場 グランセナ新潟サッカースタジアム　屋根付フットサルコート２面

　新潟市西区小新４０８８（新潟西警察署 裏）　ＴＥＬ：０２５－２１１－００８１

　■　参 加 費 【U8】予選参加時10,000円/チーム　決勝リーグ参加時5,000円/チーム

【U7 】予選参加時4,000円/チーム　　決勝リーグ参加時4,000円/チーム

　■　競技規則 ○ミニサッカーとして、原則フットサル ルールに準ずる形で行う。

　　・ボール フットサルボール3号球を使用し、当該チームで試合球を持ち寄って行う。

　　・タッチライン キックインとする。

　　・ゴールキック 全てPKマークからキックインとする（ハーフェー超え有）

○コート内 プレイヤー ５名（ＧＫ含む）で行い、選手交代 自由な交代を適応する。（何度でも交代可能）

○ユニフォーム ビブス可とする。

　※寒さが予想される で長袖着用も可とするが、プレーに支障 ない（安全な）も とする。

○審判 １人審判で行い、当該チームにて前後半で行う。後半担当チームが試合結果を本部へ記入する。

　（寒さが予想される で選手と同色でなけれ ジャージ、ビブス等でもＯＫとする。）

　■　競技方法 ○各カテゴリーとも予選リーグ、決勝リーグ（また 順位決定戦）を行う。

　【U８・U７】 予選２ブロックを行い、各リーグ上位３位 計６チームで決勝リーグを行う。

　　※参加チーム数によって 変更する場合があります。

○勝点制 （勝３、引分１、負０）とし、勝点 合計が同じ場合 以下 順序により決定する。

　　１、得失点差　　２、総得点数　　３、直接対決 成績　　４、ジャンケン（また 抽選）

・試合時間 １０分ハーフ（ハーフタイム２分）とする。【U７】 予選７分ハーフ、決勝８分ハーフ（ハーフタイム１分）とする。　

・予選リーグ 日程、試合組合せについて 主催者側にて割振りを行う。

　■　そ　 　他 ・参加選手 スポーツ安全保険に加入している者とし、怪我等において当クラブ 責任を負わない。

・施設内全館禁煙となります。会場で ゴミ 後始末やマナー 徹底をお願いします。

・駐車場に限りがあるため、乗り合いなどしてチーム内で車両 制限にご協力ください。

・待機場所用 テント等 各チームでご用意ください。設置場所について 当日 案内に従ってください。

・屋根付フットサルコート スパイク禁止となります。イボイボ 細かいトレーニングシューズをオススメします。

・大会申込をもって、大会中に撮影した映像や写真を主催者 Webサイトや広報にて使用することを許可する。

【問合せ先・お申込先】 グランセナフットボールクラブ育成強化グループ

　　ＴＥＬ：０２５－２１１－００８１　　メール：info@granscena.jp

　　（担当窓口）Ｕ８U７：



　第2回GRANSCENAジュニアCUP　　U8対戦・日程表

　　予選Ａブロック 【第１日目】 　　予選Ｂブロック 【第１日目】 

Aコート 時間 Bコート Aコート 時間 Bコート

w-up 12:00 w-up w-up 12:00 w-up

グランセナ - 水原SS 12:20 上川西JFC - 加治川FC FCシバタジュニア - Reiz長岡 12:20 NoedegrtiSanjoFC - 長岡サッカーSSS

F3 - 桃山クラマーズ 12:50 レアル加茂 - セレッソ桜ヶ丘 小千谷SC - 加茂FC 12:50 kF3 - 東中野山

グランセナ - 加治川FC 13:20 水原SS - 上川西JFC FCシバタジュニア - 長岡サッカーSSS 13:20 Reiz長岡 - NoedegrtiSanjoFC

F3 - セレッソ桜ヶ丘 13:50 桃山クラマーズ - レアル加茂 小千谷SC - 東中野山 13:50 加茂FC - kF3

グランセナ - 上川西JFC 14:20 水原SS - 加治川FC FCシバタジュニア - NoedegrtiSanjoFC 14:20 Reiz長岡 - 長岡サッカーSSS

F3 - レアル加茂 14:50 桃山クラマーズ - セレッソ桜ヶ丘 小千谷SC - kF3 14:50 加茂FC - 東中野山

グランセナ - セレッソ桜ヶ丘 15:20 水原SS - レアル加茂 FCシバタジュニア - 東中野山 15:20 Reiz長岡 - kF3

撤収完了 16:00 撤収完了 撤収完了 16:00 撤収完了

　予選Ａブロック 【第２日目】 　予選Ｂブロック 【第２日目】

Aコート 時間 Bコート Aコート 時間 Bコート

グランセナ - レアル加茂 12:20 上川西JFC - F3 FCシバタジュニア - kF3 12:20 NoedegrtiSanjoFC - 小千谷SC

水原SS - セレッソ桜ヶ丘 12:50 加治川FC - 桃山クラマーズ Reiz長岡 - 東中野山 12:50 長岡サッカーSSS - 加茂FC

グランセナ - F3 13:20 水原SS - 桃山クラマーズ FCシバタジュニア - 小千谷SC 13:20 Reiz長岡 - 加茂FC

上川西JFC - レアル加茂 13:50 加治川FC - セレッソ桜ヶ丘 NoedegrtiSanjoFC - kF3 13:50 長岡サッカーSSS - 東中野山

グランセナ - 桃山クラマーズ 14:20 水原SS - F3 FCシバタジュニア - 加茂FC 14:20 Reiz長岡 - 小千谷SC

上川西JFC - セレッソ桜ヶ丘 14:50 加治川FC - レアル加茂 NoedegrtiSanjoFC - 東中野山 14:50 長岡サッカーSSS - kF3

上川西JFC - 桃山クラマーズ 15:20 加治川FC - F3 NoedegrtiSanjoFC - 加茂FC 15:20 長岡サッカーSSS - 小千谷SC

撤収完了 16:00 撤収完了 撤収完了 16:00 撤収完了



　決勝リーグ w-up ： 12:00過ぎてからコートへお入り願います。

Aコート 時間 Bコート シューズ ： トレーニングシューズのみ（スパイク禁止）

w-up 12:00 w-up 競技人数 ： 5名（GK含む）

A1 - B2 12:30 B3 - A3 試合時間 ： 10-2-10

B1 - A2 13:00 A3 - A1 ボール ： フットサル3号球（ご用意致します）

A2 - B3 13:30 B2 - B1 タッチラインアウト ： キックイン（4秒はなし）

A1 - B3 14:00 A3 - B2 ゴールラインアウト ： GKクリアランス（投げハーフ越え有）

A1 - A2 14:30 A3 - B1 インプレー中のGKキャッチ再開： 投げのみ（投げハーフ越え有）

B3 - B1 15:00 B2 - A2 インプレー中のGKバックパス： 足処理のみ何度もOK。キックハーフ越え有

A3 - A2 15:30 B2 - B3 審判 ： 前後半で当該チームで行う。後半の審判は記録

A1 - B1 16:00

撤収完了 16:30 表彰式

17:00 撤収完了


