
　　　　：新潟市西区　みどりと森の運動公園　屋内コート(人工芝)

みどりと森の運動公園：新潟市西区板井 1018番地 1

靴底が無色透明または飴色のフットサルシューズ、運動靴のみ使用可能です。

フットサルシューズでも靴底が着色している物は、床に色が付く可能性がありますので､使用できません。

【城山運動公園屋内コート/みどりと森の運動公園屋内コート】

スパイクは使用禁止です。トレーニングシューズまたはフットサルシューズでお願いします。

２０１８年１０月８日(月)までに別紙申込書に必要事項をご記入の上、下記までE-Mailにてお申し込みください。

主　催 西蒲区サッカー連盟

平成30年度　西蒲区フットサルフェスティバル　要項

名　称 平成30年度　西蒲区フットサルフェスティバル

主　旨
小学校４年生以下の児童を対象に、これまでサッカーやフットサルに親しんだことのない子供たちも含めて、より多
くの子供たちがボールを蹴る楽しみを味わえる機会を提供し、キッズサッカーの浸透をはかる。

日　時
U-９ ：平成30年11月10日(土曜日)

U-10 ：平成30年11月11日(日曜日)

会　場

U-９　：新潟市西蒲区　潟東体育館

U-10　：新潟市西蒲区　城山運動公園屋内コート(人工芝)

住　所
潟東体育館：新潟市西蒲区三方２　／城山運動公園：新潟市西蒲区峰岡 580番地

主　管 (一社)Tifosi

協　力 フリーダム新潟

参加費
各日　4,000円/１チーム(午前または午後の部)　＊1日参加の場合は、8,000円

＊複数チームでの参加の場合は、そのチーム数分、参加費をお願いします。

競技規則 ５人制試合(コートサイズはバスケットコート又は既存のサイズ。フットサルゴール)

内　容 U-10(小学4年生以下)、U-9（小学３年生以下）のフットサルフェスティバル

応募資格 小学４年生以下（U-9は３年生以下）の児童５名以上で構成される団体。

１名以上のチーム責任者が同行できること。

スポーツ障害保険等に必ず加入していること。

募　集 各日　午前・午後の部ともに最大１０チーム。

＊１団体での複数チーム参加が可能です。

＊午前の部、午後の部にわけさせての開催を予定しております。

＊できる限り多くのチームとご交流いただきたいと考えております。その為、ご希望に添えない場合がございます。
あらかじめご了承ください。

ボールはフットサル３号球とする。

試合時間は1０分ハーフのランニングタイムで行い、タイムアウトは認めない。

ハーフタイムでのベンチ移動は行わない。

ファールのカウントは行わない。

交代は何回でも可能とするが、毎試合必ず全員出場すること。

試合はユニフォーム又はビブスをご用意ください。

上記以外のルールは、2017/2018日本サッカー協会フットサル競技規則に従う。

審　判 1人制または2人制とし、当該チーム同士の話し合いで決定をする。

注意事項
主催者側にて参加選手の負傷／疾病につきましては応急処置のみを行い、その後については各参加者、チーム
の責任でお願いします。(その後の治療につきまして、主催者側は一切責任を負いません。）

申込み

問合せ E-Mail　nishikan.soccer@1995freedom.com

【潟東体育館】

アップ会場はステージ上でお願いします。ステージ上ではボールの使用を禁止します。原則として、次チームを優
先とします。

ランニングコースでのボール使用は厳禁です。見かけましたらご注意をお願いします。

【全会場共通】

体育館内は土足厳禁です。保護者の方や見学の方も必ずスリッパまたは室内履きをご用意ください。また下駄箱
はありますが数が限られているため間違えることも考えられます。外履きを入れる袋などをご用意いただき、荷物と
一緒にお持ちください。紛失された場合は責任は負いかねます。よろしくお願いします。

西蒲区サッカー連盟　会長　古俣　健次

携帯電話　090-8813-3681（古俣）　080-2242-2673（佐藤）

ごみはゴミ箱等を利用せず、必ずお持ち帰りください。

喫煙は喫煙所にておねがいいたします。それ以外の場所での喫煙はできません。

設置の案内板や各種ご案内を必ずご覧になり、ルールやマナーを守ってご利用ください



AFC94ジュニア 東青山ＦＣジュニア ジェス新潟東SC① ジェス新潟東SC②

西川FC 小針レオレオサッカー少年団 フリーダム新潟 山潟イレブン

FC鏡淵 女池パイレーツ 浜浦コスモス2002 岩室レグルス

南万代フットボールクラブ 南浜ダッシャーズ 沼垂FC FCブルーウイング

Noedegrati Sanjo FC 上所サッカークラブ 巻サッカークラブ FC.NIIGATA.Jr

新潟トレジャーFCジュニア Noedegrati Sanjo FC FC鏡淵 浜浦コスモス２００２

鳥屋野ファイターズ① 鳥屋野ファイターズ② 沼垂FC 新津サッカースポーツ少年団

女池パイレーツ 南万代フットボールクラブ 亀田フットボールクラブ エルファ燕

FC.NIIGATA.Jr FCブルーウイング 新通イーグルス① 新通イーグルス②

巻サッカークラブ 西川FC 岩室レグルス 小針レオレオサッカー少年団

ジェス新潟東SC① AFC94ジュニア 上所サッカークラブ FC rosso

ジェス新潟東SC② 東青山ＦＣジュニア 南浜ダッシャーズ フリーダム新潟

11/11(日)　U-10　みどりと森の運動公園　屋内コート

11：00～17：00(8チーム)

平成30年度　西蒲区フットサルフェスティバル　参加チーム一覧

11/10(土)　U-9　潟東体育館

午前(10チーム) 午後(10チーム)

11/11(日)　U-10　城山運動公園　屋内コート

午前(10チーム) 午後(10チーム)



開始時間 審判 審判

8:00

1 8:45 AFC94 ― 西川FC 当該 東青山ＦＣ ― 小針レオレオ 当該

2 9:10 FC鏡淵 ― 南万代FC 当該 女池パイレーツ ― 南浜ダッシャーズ 当該

3 9:35 Noedegrati ― AFC94 当該 上所SC ― 東青山ＦＣ 当該

4 10:00 西川FC ― FC鏡淵 当該 小針レオレオ ― 女池パイレーツ 当該

5 10:25 南万代FC ― Noedegrati 当該 南浜ダッシャーズ ― 上所SC 当該

6 10:50 AFC94 ― FC鏡淵 当該 東青山ＦＣ ― 女池パイレーツ 当該

7 11:15 西川FC ― 南万代FC 当該 小針レオレオ ― 南浜ダッシャーズ 当該

8 11:40 Noedegrati ― FC鏡淵 当該 上所SC ― 女池パイレーツ 当該

9 12:05 AFC94 ― 南万代FC 当該 東青山ＦＣ ― 南浜ダッシャーズ 当該

10 12:45 西川FC ― Noedegrati 当該 小針レオレオ ― 上所SC 当該

11 13:30 ジェス新潟東① ― フリーダム 当該 山潟イレブン ― 岩室レグルス 当該

12 13:55 浜浦コスモス ― 沼垂FC 当該 ジェス新潟東② ― FCブルーウイング 当該

13 14:20 巻ＳＣ ― ジェス新潟東① 当該 FC.NIIGATA ― 山潟イレブン 当該

14 14:45 フリーダム ― 浜浦コスモス 当該 岩室レグルス ― ジェス新潟東② 当該

15 15:10 沼垂FC ― 巻ＳＣ 当該 FCブルーウイング ― FC.NIIGATA 当該

16 15:35 ジェス新潟東① ― 浜浦コスモス 当該 山潟イレブン ― ジェス新潟東② 当該

17 16:00 フリーダム ― 沼垂FC 当該 岩室レグルス ― FCブルーウイング 当該

18 16:25 巻ＳＣ ― 浜浦コスモス 当該 FC.NIIGATA ― ジェス新潟東② 当該

19 16:50 ジェス新潟東① ― 沼垂FC 当該 山潟イレブン ― FCブルーウイング 当該

20 17:15 フリーダム ― 巻ＳＣ 当該 岩室レグルス ― FC.NIIGATA 当該

18:00

＊試合前のセレモニー、試合後のベンチ挨拶はなしとさせて頂きます。

平成30年度　U-9 西蒲区フットサルフェスティバル

潟東体育館 2018/11/10

午前の部　(１０－１－１０)

Aコート(入口側) Bコート(ステージ側)

開場・設営

午後の部　(１０－１－１０)

完全撤収完了

＊第１試合のチームは設営の協力をお願いします。

＊最終試合のチームは片付けの協力をお願いします。



開始時間 審判 審判

8:00

1 8:45 FC.NIIGATA ― 巻SC 当該 ブルーウイング ― 西川FC 当該

2 9:10 鳥屋野① ― 女池パイレーツ 当該 南万代FC ― Noedegrati 当該

3 9:35 新潟トレジャー ― FC.NIIGATA 当該 鳥屋野② ― ブルーウイング 当該

4 10:00 巻SC ― 鳥屋野① 当該 西川FC ― 南万代FC 当該

5 10:25 女池パイレーツ ― 新潟トレジャー 当該 Noedegrati ― 鳥屋野② 当該

6 10:50 FC.NIIGATA ― 鳥屋野① 当該 ブルーウイング ― 南万代FC 当該

7 11:15 巻SC ― 女池パイレーツ 当該 西川FC ― Noedegrati 当該

8 11:40 新潟トレジャー ― 鳥屋野① 当該 鳥屋野② ― 南万代FC 当該

9 12:05 FC.NIIGATA ― 女池パイレーツ 当該 ブルーウイング ― Noedegrati 当該

10 12:45 巻SC ― 新潟トレジャー 当該 西川FC ― 鳥屋野② 当該

11 13:30 FC鏡淵 ― 沼垂FC 当該 新通イーグルス① ― 小針レオレオ 当該

12 13:55 亀田FC ― 新通イーグルス② 当該 浜浦コスモス ― 新津SSS 当該

13 14:20 岩室レグルス ― FC鏡淵 当該 エルファ燕 ― 新通イーグルス① 当該

14 14:45 沼垂FC ― 亀田FC 当該 小針レオレオ ― 浜浦コスモス 当該

15 15:10 新通イーグルス② ― 岩室レグルス 当該 新津SSS ― エルファ燕 当該

16 15:35 FC鏡淵 ― 亀田FC 当該 新通イーグルス① ― 浜浦コスモス 当該

17 16:00 沼垂FC ― 新通イーグルス② 当該 小針レオレオ ― 新津SSS 当該

18 16:25 岩室レグルス ― 亀田FC 当該 エルファ燕 ― 浜浦コスモス 当該

19 16:50 FC鏡淵 ― 新通イーグルス② 当該 新通イーグルス① ― 新津SSS 当該

20 17:15 沼垂FC ― 岩室レグルス 当該 小針レオレオ ― エルファ燕 当該

18:00

＊試合前のセレモニー、試合後のベンチ挨拶はなしとさせて頂きます。

平成30年度　U-10 西蒲区フットサルフェスティバル

城山運動公園　屋内コート 2018/11/11

午前の部　(１０－１－１０)

Aコート(入口側) Bコート(ステージ側)

開場・設営

午後の部　(１０－１－１０)

完全撤収完了

＊第１試合のチームは設営の協力をお願いします。

＊最終試合のチームは片付けの協力をお願いします。



開始時間 審判 審判

11:20

1 12:00 ジェス新潟東① ― AFC94 当該 上所SC ― FC rosso 当該

2 12:30 ジェス新潟東② ― 東青山FC 当該 フリーダム新潟 ― 南浜ダッシャーズ 当該

3 13:00 ジェス新潟東① ― 上所SC 当該 AFC94 ― FC rosso 当該

4 13:30 ジェス新潟東② ― フリーダム新潟 当該 東青山FC ― 南浜ダッシャーズ 当該

5 14:00 ジェス新潟東① ― FC rosso 当該 AFC94 ― 上所SC 当該

6 14:30 ジェス新潟東② ― 南浜ダッシャーズ 当該 東青山FC ― フリーダム新潟 当該

7 15:00 ジェス新潟東① ― 東青山FC 当該 FC rosso ― フリーダム新潟 当該

8 15:30 ジェス新潟東② ― 上所SC 当該 南浜ダッシャーズ ― AFC94 当該

9 16:00 フレンドリー ― フレンドリー 当該 フレンドリー フレンドリー 当該

16:50

平成30年度　U-10 西蒲区フットサルフェスティバル

みどりと森の運動公園　屋内コート 2018/11/11

午前の部　(１０－１－１０)

Aコート(入口側) Bコート(ステージ側)

開場・設営

完全撤収完了

＊第１試合のチームは設営の協力をお願いします。

＊最終試合のチームは片付けの協力をお願いします。

＊試合前のセレモニー、試合後のベンチ挨拶はなしとさせて頂きます。


